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日本中間子科学会発足にあたり

日本中間子科学会 会長

西田

信彦

日本における中間子科学研究者の情報交換の場であった中間子科学連絡会は、今まで、高
エネルギー加速器機構物質構造科学研究所のミュオン科学施設を中心に活動をしてきた。平
成 18 年 9 月 24 日、日本中間子科学会と名前を変え、さらに活動を広げてゆくことになった。
湯川秀樹先生が中間子論の提唱によりノーベル賞を受賞されたので、日本においては、電
子と陽子の中間の質量を持つ粒子「中間子」は世間にもっともよく知られている素粒子であ
る。実験研究の分野では、約 30 年前、カナダ、米国、スイスにおいてミュオン、パイオン
を大量に発生させる中間子工場が建設された頃から、東京大学グループを中心とした日本
の大きな貢献がある。ミュオンを物性研究に用いるミュオンスピン回転・緩和法における
様々な手法の開発、また、高エネルギー加速器研究機構（KEK）における世界初のパルス
ミュオン施設の建設等である。我々は、レプトンであるミュオンとパイオン等のメソンを
含めて「中間子」と呼び、中間子科学連絡会を組織し、物理、化学、生物、材料分野にお
ける多数の研究者が協力して、中間子科学の研究を世界で主導権をもって発展させてきた。
現在、高エネルギー加速器研究機構と日本原子力研究開発機構が協力して、原子力機構東海
研究開発センター敷地内に大強度陽子加速器を作り、生命、物質、素粒子・原子核などの研究
を行う J-PARC 建設が進行中である。J-PARC 物質・生命実験施設では、パルスミュオン施設
およびパルス中性子施設の建設が進んでいる。完成時には、そのミュオンビ−ム強度は現在の
KEK ミュオン施設のものより 3 桁増大し、世界最強のミュオン研究施設が日本に出来上がる
ことになる。日本の中間子科学研究者が世界最高のミュオン施設を持ちたいとの夢が、あと 2，
3 年で実現しつつある。
「中間子」を用いた研究は、現在、KEK のみでなく理化学研究所でも
行われており、また、大阪大学では大強度ミュオンビーム計画を立てている。このような事情
を考えて、中間子科学連絡会は、大学共同利用機関である KEK 中間子科学研究施設利用を中
心に活動を行ってきた組織から、日本全体の中間子科学研究発展のための組織とするため、会
則を変更し、改組し、日本中間子科学会（Society of Muon and Meson Science of Japan）と改名した。
これからも、今までどおり、広い分野の科学者の協力をお願いしたく思う。中間子科学の発展
のために、新しく多くの方が入会してくださることを期待する。
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議事録

・ 6 月の PAC では 21 課題が選定された。
・ 陽子ビームラインの 4 重極電磁石故障のため標的
に薄いものを使用しており現在表面ミュオンの強

中間子科学連絡会 臨時総会議事録

度は 60 % 程度である。
・ 故障していた DC セパレータは復旧した。
・ 来年は約 10 ヶ月の長期シャットダウンが予定さ
れているため、次回の PAC は来年 7 月頃を予定
している。
・ 次回より PAC の方式が変更されることとなり、
ミュオン関係の PAC は、RIBF の非核 PAC と一

日

時：平成 18 年 9 月 24 日（日） 18:00 〜 19:30

場

所：千葉大学

体化して運用される。
・ 2010 年度以降については再度日英協定の延長が

日本物理学会秋の分科会・物性分野 ZL 会場
出席者：池戸豊、石田勝彦、石田憲二、伊藤孝、

なされる可能性がでてきた。ただし期間等は今後
の議論である。

岩崎雅彦、大石一城、門野良典、川股隆行、 ・ 共用促進委員会の委員を門野氏にお願いした。
河村聖子、久保謙哉、熊谷健一、小池洋二、
幸田章宏、後神達郎、佐藤一彦、佐藤宏樹、 (4) J-PARC 建設（三宅）
下村浩一郎、杉山純、Strasser Patrick、 ・ 予算年度のピークを向かえ、1 次ライン電磁石、標
竹下聡史、鳥養映子、西田信彦、西山樟生、
髭本亘、松崎禎市郎、三原基嗣、三宅康博
（五十音順、敬称略）

的チャンバー、ガイド等が次々と搬入されている。
・ 設置場所の結露がはげしく除湿機を用意し、防炎
シートで全体を覆うなどの対策をほどこした。
・ MuSAC を 1 月中旬に開催予定である。

はじめに、議長に久保、書記に下村を選出した。
(5) その他
・ そろそろ新人賞について検討作業を進めたほうが
１．各施設報告

よいのではないか？
・ 再来年の μSR 国際会議について開催地等の検討

(1) KEK ミュオン施設より報告（西山）

を含め準備を進める必要がある。

・ KEK ミュオン施設では J-PARC への移行準備と
して、超伝導ミュオンチャネルの解体、ソレノイ
ドコイルの引き出しなどの作業が行われている。

２．会則の変更について

・ 国際協力を積極的に推進している。
・ J-PARC における以下のようなミュオンの利用体
制に関する議論が進んでいる。
ビームライン選定の手順

(1) 趣旨および運営委員会議論内容の報告（西田）
・ 中間子科学連絡会は、その経緯として、東大中間
子施設が KEK に編入するにあたり、委員をおく

平成 20 年 day1 における課題選定のやりかた

るための選出母体としての機能をはたすためのも

サポートのやり方

のであった。しかしながら現状では大型施設を擁
するミュオン関連機関は 3 箇所（KEK、理研、阪大）

(2) 原子力機構より報告（髭本）

に増えていることや、これまでも中間子科学連絡

・ 専用ポート建設のため、4 重極電磁石、パルスキッ

会が全国的な組織として理研、J-PARC への提言

カーなどの製作が進行している。

もおこなってきた経緯もあり、KEK 施設でのミュ
オン共同利用が終了したこの機を捉えて、会則も

(3) 理研 RAL ミュオン施設より報告（松崎、岩崎）
・ 4 月より仁科加速器研究センターに移行した。
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それにあわせ変更することがふさわしいと考えた。
・ 会則にのっとり 7 月 31 日に運営委員会を開催し、
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議事録

14 名中 10 名の出席のもと会則案を議論し、可決
された。
・ 字句の変更等は改正案を参照してほしいが大きな

第一期運営委員候補

変更点として、

選挙結果について

a） 副会長を 3 名に増やし、1 名は広報活動に責任
を持ってもらう。

門野

b） 運営委員は機構内外の区別をなくす。
c） 選挙後に関連施設から運営委員がはいるよう指
名できるものとする

良典（庶務委員長）

日本中間子科学会として第一期になる運営委員候
補の選挙が行なわれました。選挙の実施状況および

d） 会費を一般 3,000 円、学生 1,500 円に値上げする。

選挙結果は以下の様です。
・ 選挙管理委員会：岩崎雅彦、門野良典、小池洋二

(2) 素核インフォーマルミーティングでの議論の

・ 選出候補者数：14 名
・ 任期：2007 年 4 月 1 日〜 2009 年 3 月 31 日

報告（岩崎）
・ 基本的には改正案を支持する。
・ PRISM などのミュオン関係のその他の計画をも、
サポートする枠組みが可能となるので評価できる。
・ これまでは KEK の運営委員会に委員を推薦する
ことが中間子科学連絡会の機能の 1 つであった
が、今後は「中間子科学会」がその役割を担うこ

・ 選挙権、非選挙権：会則の細則第 3 条による。但
し、2006 年度会費を納入した会員のみを正会員
および学生会員と見なした。
・ 公示：2007 年 1 月下旬に郵便及び電子メールで公示。
・ 投票：委員候補 8 名連記のうえ郵便又はファック
スにて投票。

とを、KEK の執行部、J-PARC 関係者等に周知す

・ 投票〆切：2007 年 2 月 16 日（金）

るよう内部の人には努力してほしい。

・ 開票日時：2007 年 2 月 23 日（金）16:00 〜 17:00

・ 学生会員に選挙権を持たせなくてもよいのではな
いか？

原子核談話会では選挙権をなくす方向で

・ 開票場所：高エネ機構 2 号館 2 階輪講室 2
・ 開票作業：岩崎雅彦、門野良典（以上選挙管理委員）

ある。（このことに関しては議論の結果、現状の

・ 立会人 ：神戸振作、西山樟生、下村浩一郎

ままということになった。）

・ 有権者数：69 名

47 名

投票数

うち有効投票数 44 名、
無効投票 3 名
（封書に記名無し）
(3) 会費の値上げについて
・ 現況では会費の回収率が悪いが、回収率を上げる
ことに努力すべきである。（河村）
・ 振込み方法をオンラインにするなどもっと簡便化
してほしい。
（岩崎）
・ 会計委員が対応を検討することになった。

開票結果：
1 西山

樟生 33 票

10 永嶺謙忠

14 票

2 門野

良典 32 票

12 秋光

純

13 票

3 髭本

亘 29 票

13 石田勝彦

12 票

4 岩崎

雅彦 25 票

14 杉山

純

9票

4 西田

信彦 25 票

14 久野良孝

9票

次

小嶋健児

8票

(4) 名称について

6 松崎禎市郎 20 票

・ 中性子と足並みをそろえるため、
「中間子科学会」で

6 三宅

康博 20 票

石田憲二

6票

はなく「日本中間子科学会」としたほうがよいので

8 小池

洋二 19 票

久保謙哉

5票

はないかとの提案が小池氏より出され了承された。

8 鳥養

映子 19 票

野末泰夫

5票

採決の結果、名称を「日本中間子科学会」とする

4票
10 下村浩一郎 14 票
松田恭幸
以下、3 票 3 名、2 票 3 名、1 票 13 名、白票 3 名分。
（合計 352 票＝ 44 票 × 8 名連記）

ほかは原案通り可決された。
会費の値上げの時期等の具体的な移行措置につい
ては、現運営委員会で詳細を詰めることを一任した。

この結果を受けて、得票上位の方々に運営委員へ
の就任をお願いし、次期総会までに新委員を確定、

以上 [ 文責：下村 ]
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特集「ミュオンを用いた素粒子原子核物理」

特集「ミュオンを用いた素粒子原子核物理」

はじめに
1936 年に Anderson と Neddermeyer によってミュオンが発見されて以来、ミュオンは私

たちの世界の理解に大きな役割を果たしてきました。ミュオンは真空中で不安定な素粒子
の中では最も軽く、その寿命が長いという特徴を持ちます。質量が最も軽いということは
ミュオンを大量に生成することが他の粒子と比べて比較的容易であるということを示し、
寿命が長いということは測定を比較的行いやすいということにつながります。さらに、ミュ
オンは強い相互作用を行わないため、弱い相互作用や電磁相互作用の探求のための理想的
な対象となります。1957 年に Lederman らによって（有名な Wu らによるコバルト 60 を用
いた実験と同時に）報告されたミュオン崩壊におけるパリティの破れの検出実験は、ミュ
オンの素粒子物理のプローブとしての有用性を最初に（しかも鮮やかに）示した例と言え
るでしょう。
一方、原子核・原子物理の分野にミュオンが果たしてきた役割もまた非常に大きいもの
があります。ミュオンが原子核と電子のちょうど中間の質量を持つということは、ミュオ
ン原子やミュオン分子のエネルギー準位や反応過程などを計算する上で大きな挑戦を与え
ます。ミュオン触媒核融合やミュオン移行反応測定の研究で得られたデータが多体系の理
論計算の進展を促し、その進展が新たな実験計画へつながる、という正のフィードバック
が日本国内で成立したことはミュオン（原子）物理の豊かさを示すものだと思います。
永嶺先生がいつもトークを “What is muon?” と書かれたトラペで始められたのを覚えてい
らっしゃる「めそん」の読者の方々は多いと思います。ミュオンの発見から 70 年が経過
した今となっても、私たちが自然界の成り立ちを完全に理解しない限り、この問いは未解
決のまま私たちの前に残っているとも言えます。そして、大強度のミュオンビームは現在
も、自然界の成り立ちを探求するための最も強力なプローブの一つなのです。
この特集がミュオン科学の広がりを考える機会になれば、と思います。
（編集部）
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ミュオン触媒核融合実験の現状
理化学研究所

仁科加速器研究センター

石田

勝彦

２． D/T ミュオン触媒核融合サイクル

１．概要
水素に負ミュオンを入れると、ミュオン水素原子

「図 1」にサイクル図を示す。D/T 標的にミュオ

が形成される。これは水素原子の 1/200 のサイズを

ンを入射することによりサイクルが開始される。

持ち、水素原子核の正電荷が負ミュオンによって近

ミュオン 1 個が dtμ 分子を形成する相手をとりかえ

距離まで中和された特異な系であり、様々な興味深

ながら、ミュオン寿命の間に核融合を次々と仲立ち

い反応を起こす。その典型例がミュオン触媒核融合

する。現在、D と T を同程度混合した液体標的で

（μCF）である。ミュオン触媒核融合ではミュオン

はミュオン 1 個あたり平均して 130 個程度の核融合

と原子核とからなる少数多体系の基本的な反応が随

が起こっている。核融合 1 個あたりの放出エネル

所に現れる。μCF 研究の興味としては、少数多体

ギーは 17.6 MeV であるので、これは 2.3 GeV の出

系としての基礎過程の解明と、核融合効率の向上、 力に相当する。一方、1 個のミュオン生成に要する
の両面が上げられる。基礎的な面については上村氏

加速器ビームエネルギーは約 5 GeV と計算されて

が紹介されると思われるので、ここでは核融合効率

いる（実際の生成効率はまだ計算値ほど最適化され

向上と現象理解のための実験面の様々な試みについ

ていないが）。まずはエネルギー出力値が必要値を

て理研 RAL ミュオン施設での最近の進展にも触れ

超えること（ブレークイーブン）が目標となる。

ながら述べる。なおミュオン触媒核融合についての
良いレビューが既にあるので [1-4]、特に歴史的発

3

Heµ

transfer to
He

展などの詳しい説明はそちらを参照していただきた

tµ

dtµ
formation

い。ここ 20 年の詳しい成果については μCF 国際会
議の Proceedings が利用できる [5]。なお、次の国際
会議が 2007 年 6 月 18-21 日にロシアの Dubna で開
催される予定である。

dµ
injected
muon

µ
d

ミュオン触媒核融合では負ミュオンが水素原子核

14 MeV
neutron

2 個を結びつけて小さなミュオン分子を作ることが
鍵となる。水素同位体 H、D、T を様々に混合した
標的条件が可能で、ppμ 以外のミュオン分子（pdμ、
ptμ、ddμ、dtμ、ttμ）ではすべて核融合が起こるが、
限られた枚数ですべての系を網羅することは不可能
である。ここではミュオン当たりの核融合が 100 個

Kα/Kβ
X-ray

αµ

µ

n
α

effective sticking
ωs=(1-R)ωs0
図1

dtµ
nuclear
fusion

17.6 MeV × Yn
energy output

D/T 系ミュオン触媒核融合サイクル図。

を超すことが知られて最も注目されている D/T 混
合系を中心に説明する。なお D2 系についてはめそ

核融合サイクルをたくさん回すには次の 2 つの条

ん前々号で今尾氏が詳しく紹介されているので、そ

件が満たされねばならない。

ちらを参照いただきたい [6]。

-6
1) ミュオンの寿命（λ 0 = 2.2 × 10 秒）の間に、各反応

過程が十分に速く起こること。

サイクル速度 λ c とは、
「図 1」に示す核融合サイク
ルを一周する速さであり、これが遅いとミュオンが
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先に自然崩壊し死んでしまう。一箇所でも遅い過程

仮にミュオン損失がなかったとすると、460 回程度

があると、それが全体の速さを制限することになる。

の核融合が起こることになる。

2) ミュオンが核融合サイクルを 1 回おこなう間に自然崩

dtμ 分子生成速度はこのような濃度依存性を解析

壊以外の過程で失われる割合（ミュオン損失率 W）が十

することにより得られる。しかし気体から液体・固

分に小さいこと。

体までの密度依存性を調べたところ、単純な密度比

水素より重い原子核の深いクーロン場にミュオン
が捕まった場合には、ミュオンが核融合サイクルに

例ではなく、より急激な密度依存性が実験で発見さ
れた。説明としては衝突による共鳴レベルシフト、

戻ってくることができない。この主要因となるのが、 三体衝突効果などが言われているがまだ確定的では
核融合直後に走り去るヘリウム原子核（α 粒子）の

ない。この究明はサイクル速度を増やす上で鍵とな

クーロン場に 1% 以下のわずかな確率であるがミュ

るであろう。

オンが捕らえられる（α 付着）現象である。ミュオ

また 5 K − 19 K の固体で温度依存性測定を行った

ンが水素より重い不純物原子に移る場合や、tµ な

ところ、低温ほどサイクル速度が減少し、ミュオン

どが拡散して標的から逃げ出すのも、実験条件に

損失率が上がった [7]。液体では大きな温度変化は

よってはミュオン損失の要因となる。

見られていないので、固体特有の効果のようである。

これら 2 つの量 λc、W を用いて、ミュオン 1 個

この温度依存性が 19 K 以上の高温側にも続くなら、

当たりの核融合発生数は Yn = 1 / (W + λ0 / φλc) で与

逆に効率の向上が期待できる。通常の圧力では温度

えられる。この式からわかるように、どちらか一

を上げると液化が起こってしまうが、高圧下では固

方だけが解決しても発生数は他でリミットされる

体のまま温度を上げることが可能であり、このため

ので、両方がバランスよく改善される必要がある。 の高圧標的を検討中である。
これまでトリチウムを用いたミュオン触媒核融合
実 験 は、PSI、LAMPF、TRIUMF、KEK、Dubna、

200

Gatchina、RAL で行われている。トリチウム取り扱

Solid
Liquid

設で実験が行われたことは、ミュオン触媒核融合の
魅力を示していると言えよう。
３．サイクル速度

Cycling Rate λc [/µs]

いの困難にもかかわらず、ほぼすべてのミュオン施

LAMPF (87)

150

LAMPF (90)
PSI (93)
Dubna (98)

100

50

サイクル速度は「図 1」に見られるようないろいろ
な反応の積み重ねで決まるが、とりわけ dtμ 分子生成

0
0.0

反応は比較的遅いためにサイクル速度をリミットす
る主要因であり、またその (tμ) + D2 → [(dtμ)11dee]* で
表される共鳴的生成反応が標的条件に大きく依存する

図2

ことから、最適の標的条件を知る努力がなされている。
３.1.

平衡状態標的でのサイクル速度

３.2.

0.2

0.4
0.6
Tritium Franction (Ct)

0.8

1.0

液体 D/T 標的での μCF サイクル速度の D/T 混合
比依存性。○●は理研 RAL でのデータ。

非平衡状態標的での dtμ 分子生成

D2 と T2 を常温で混合すると、通常は DT 分子も

dtμ 共鳴的生成は、tμ からのみ起こり、dμ から

混じった分子組成平衡状態に落ち着く。従来はこの

は起こらない（dμ は tμ と比べて dtμ を作る際に逃

平衡状態でのサイクル速度が測られてきた。
「図 2」 がすべきエネルギーが多すぎる）。また tμ の相手が
は平衡液体 D/T（黒丸データのみ固体）でのサイク

D2 か DT かに依存する。LAMPF、PSI で D2+T2 混合

ル速度のトリチウム濃度依存性を示す。低濃度では

直後の標的で大きな核融合数が観測されたことは、

tμ が出来にくく、高濃度では tμ の反応相手 D が減

D2 相手の方が断然反応が速いことを示している。

少するため、トリチウム比が 40% 程度でサイクル

理研 RAL では D2 と T2 の混合液体状態が 120 時間

-1

速度が最大となる。固体 (φ=145, λc =145 μs ) では、 にわたり非平衡組成から平衡組成へとゆっくりと変
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わる間の μCF の変化を測定し、上の違いを確証し

1%以下の稀な確率で α 粒子のクーロン場にミュオ

た。さらに最近我々は ddμ 分子生成の実験 [5] で用

ンが捕獲される（dtμ → αμ + n）。いったんミュオ

いたオルソ・パラ D2 製造・分析方法を用いて、オ

ンが α 粒子に捕まった場合でも（初期付着率 ωs ）、

ルソ D2、ノーマル D2、パラ D2 それぞれを T2 と混

αμ が周囲の水素原子と衝突する際にミュオンがは

合した標的を用いて、サイクル速度に明確な違いを

がれる場合があり（再活性化 R)、剥がれないまま

発見した。詳しくは現在解析中である。

残った場合だけが最終的にミュオン損失に効く（最

0

0
終付着率 ωs ＝ ωs (1-R)）。この最終付着率に関して

３.3.

高エネルギー反応での dtμ 分子生成

は、従来、核融合中性子検出による測定が行われ

dtμ 分子エネルギーレベルの計算によれば、0.4

てきたが、最終付着率の実験値（~0.48 %）が理論

eV 近辺に最大の共鳴生成断面積ピークが存在する

値（~0.6 %）よりも低い値を示しており、その食い

と期待される。千度程度の高温標的や非熱化ミュ

違いが長い間未解決の問題となっていた。そもそも

オン原子の反応などにこの共鳴が重要となる。原

核融合中性子測定でわかるのはミュオン損失率であ

子ビーム法を用いてこの共鳴の形状を調べる実験

り、アルファ付着率については、いろいろな標的条

が TRIUMF グループによって行われた [8]。真空

件で測定を行い、パラメーターフィットを行なうと

中に生成した固体水素 (H2) 層標的にトリチウムを

いう間接的な方法であった。このため、直接にアル

0.1% 程度混ぜておくと、pμ + t → tμ + p の移行反応

ファ付着生成物を測るイオン検出法、X 線検出法に

で 19 eV の tμ 原子を生じ、その減速中に Ramsauer-

よる実験が行われた。

Townsend 効果のため多くの tμ が 2 eV のエネルギー

X 線検出法ではミュオン付着で生じる αμ 原子の

を持ったまま表面から放出される。放出された高速

遷移 X 線強度を測定し、理論計算との比較を行なう。

μ を向かい合った固体 D2 膜標的に当て、dtμ 分子生

理研 RAL のパルス状ミュオンを用いた実験では、

成反応が調べられた。実験結果は 0.4 eV 付近の共 「図 3」のようにトリチウム崩壊に伴う連続状 X 線
鳴を取り入れた理論シミュレーションの予測との一

バックグラウンドに打ち勝ち S/N 良く αμ 原子 Kα

致を示し、高温での μCF 増加が期待できる。これ

X 線が観測された。また、Kβ X 線も観測され、核

に関連して、H/D/T 三種混合標的を用いて、高速の

融合中性子発生数、Kα X 線強度、Kβ/Kα 強度比の 3

tμ ができやすい条件を作り dtμ 分子生成速度を上げ

つが同じ実験で得られた。特に Kα X 線強度につい

ようと試みも PSI や Dubna で行われている。

ては理論値とほぼ一致し、一方 Kβ/Kα 強度比につ
いては理論値の半分しかないことがわかり、n ≧ 3

３.4.

ミュオン原子過程

の準位からはミュオンが基底状態に落ちるよりも剥

「図 1」でミュオンが d から t に移行する反応は、 がれる傾向の方が強いことが示された。
dtμ 生成を起こしにくい dμ を tμ に変え、サイクル

14

を促進する効果を果たす。H/D 系では p から d への
12

Counts (/50eV/106 stopped µ-)

移行がミュオン原子 X 線を利用して調べられたが、
熱化した pμ を仮定した理論との食い違いが見られ、
ミュオン原子がキャスケードの際に得る運動エネル
ギーの分布が重要であるとの指摘がなされている。
一方 D/T 系では直接の実験データは乏しく、キャ
スケード理論計算の助けを借りて理解してゆくこと
が必要であろう。

8

28%
Κβ

6

4

0

アルファ付着率

10%

4

6

8

10

12

10

Energy [keV]

ミュオン損失の大部分を占めているものがアル
ファ付着である。dtμ → α + n + μ 反応で通常ミュオ
ンは 10 keV 程度のエネルギーを得て自由になるが、
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2

４．ミュオン損失
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図3

理研 RAL ミュオン施設での α 付着 X 線観測スペクトル。
標的は 20 K の D/T 混合液体。スペクトル上の数字は
トリチウム濃度を表す。
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一方、PSI でのイオン測定法では T をわずかに含

剥ぎとり効果にまだ再検討の余地があることを示し

む D2 を測定ガスとしたイオンチェンバーが用いら

ている。ブレークオーブンを目指すには高温高密度

++

+

れた。核融合後に α も (αμ) もほぼ同じ初期運動エ

標的が鍵となろう。サイクル速度は多体効果により

ネルギーを持つが、イオンチェンバーでの電離密度

密度比以上に増えると考えられ、アルファ付着に関

+

++

が異なることを利用して粒子識別を行い、(αμ) /α

しては高密度で剥ぎとり効果がより顕著となると期

の生成比が測られた。実験結果は、初期付着率は理

待できる。

論と矛盾しないが、初期付着直後のはぎとりが理論

これまで述べてきた様々な進展にもかかわらず、

予測より多いことを示唆している。初期状態では励

未解決の問題も非常に多い。ミュオンが原子核と電

起状態にある αμ が多いことを考えると、X 線法の

子の中間の重さを持つために、原子核、原子・分子、

結論と合致する。

凝縮系の物理がいろいろな所に顔を出し一筋縄では
行かないが、それだけ多様であるとも言え、工夫の

４.2.

しがいがある研究分野である。

ヘリウム蓄積効果

トリチウムは半減期 12.33 年で崩壊してヘリウム

本稿での特に最近の成果は日本の研究が中心と

3 に変わり、閉じた標的系ではヘリウム 3 が蓄積し

なっていますが、これらは、日本でのミュオン触媒

てゆく。理研 RAL での実験で、固体標的の場合に

核融合を開拓された永嶺謙忠先生、松崎禎市郎氏

は標的固化後の時間に比例してミュオン損失が増え

を始めとして、理研・KEK・東大・原研・産総研・

て行くことが観測され [9]、これが負ミュオンのヘ

RAL などの多くの方々の共同研究によるものです。

リウム 3 への移行によるものであることが、中間状
態分子 X 線の観測により確かめられた [10]。一方、
液体ではそのような時間変化が見られていない。こ
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ミュオン触媒核融合の現状（理論）

上村

正康

こう書くと工学的な話題に聞こえるが、実は μCF

１．はじめに

は少数粒子系の精密物理学−量子力学的 3 体問題−
ミュオン触媒核融合は、少数粒子系物理学の宝庫
であり、量子 3 体系・4 体系の精密計算理論の育て

の宝庫であり、多くの重要にして困難な課題が、計
算理論の発展に大いに貢献してきた。
μCF の反応過程を制御し効率的に促進するため、

の親の一人である [1]。
重水素 D2 と三重水素 T2 の混合体（1000℃ 程度

サイクル中のミュオン分子の構造、ミュオン原子分

以下の高圧ガスか極低温液体）に負ミュオン μ- を

子反応などを定量的に理解する必要がある。原子核

注入すると、小さな dtμ 分子（正確には分子イオン

理論分野、原子 ･ 分子分野、量子化学分野などから

だが本稿では簡単のため分子と記す）が作られ、そ

多くの理論研究者が参入して活発な研究が行われて

-12

の中で瞬時に（10

sec）核融合

きた。μCF の研究は 1947 年まで遡るが、歴史的経

4

緯は、参考文献 [2-4] に譲り、ここでは 1980 年代か

d + t → He + n + 17.6 MeV
が起きる。ミュオンは振り飛ばされて自由になり、

らの理論的課題を概観する。

再び dtμ 分子を作って .... と同じことを寿命が尽き

理論家を最も惹きつけた課題は、クーロン力が働

るまで繰り返し（図 1）、核融合を「触媒」するので、 く 3 体系 d + t + μ の次の計算であった。
このプロセスをミュオン触媒核融合 (muon catalyzed

i)

d tμ 分子の非常に浅い束縛励起状態の計算、

fusion、μCF ) と呼ぶ。μCF の解説文献として [2-4]

ii)

ミュオン移行反応

を挙げておく。ミュオン 1 個あたり 150 個程度の核
融合中性子を発生させる（150 回程度サイクルがま

(dμ)1s + t → d + (tμ)1s + 48 eV
の断面積の計算、

わる）ことが 1980 年代に観測され、以後、エネルギー

iii) d tμ 分子の基底・励起状態からの核融合率計算、

生産の新しい方式の 1 つとして注目されている。他

iv) 核 融 合 後 に μ が α 粒 子 に 付 着 す る（sticking）
確率の計算（電荷 2 の α に μ が付着して寿命

の応用例は [4]。

が付き、消失することが μCF の最大のネック）。
Formation of
muonic atom

tµ

-

Formation of
muonic molecul

これらは、多彩でタフな課題であるが、幸い筆者お
よび木野康志（東北大・理・化学）は、ガウス関数
展開法（GEM）という強力な計算法 [1] を用いて、
上記のどの課題についても、ベストな計算の 1 つに
入る貢献をすることが出来た。この経験に基づいて、

d µ-

µ-

d t µ-

筆者らは、少数粒子系計算法を大いに発展させるこ
とができた [1]。他グループの計算法の発展におい
ても、μCF 計算が果たした役割は大きいと見受け

αµ-

Sticking

Free muon

µ-

α
n

られるケースが少なくない。
Fusion

２．dtμ 分子の浅い励起状態
dtμ 分子のエネルギー準位を図 2 に示してある。

図1

ミュオン触媒 DT 核融合サイクル
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非常に浅い束縛状態（全角運動量 J=1、2 番目の

バルさせた画期的理論予測であった。従って、1967

振 動 励 起 v=1） に 注 目 す る。dtμ 分 子 は、Vesman

年以後、(tμ)-d の threshold から下へ数 eV 以内に浅

mechanism と呼ばれる共鳴反応によって、この状態

い束縛があるかどうかが（それより深い状態に落ち

-8

として形成される（10 秒程度、液体水素の密度に

ると、DD、DT 分子の分解を起こす）
、クーロン力

換算したときの反応速度、以下同様）。図 3 に示し

3 体問題を研究する理論家を大いに刺激した。

たように、熱エネルギーの（tμ）分子が、DD 分子

ミュオン分子形成率の温度依存性を説明するた

（または DT 分子）の d- 核と合体して、（dtμ）分子

めにも、その状態のエネルギーは、d+t+μ の 3 体

-

の J=v=1 状態となって その d 核の位置に残り、余

threshold からみて、7 桁の精度で計算する必要があ

剰エネルギー（0.660 eV+ 入射エネルギー）を全体

り、大変な難題であった。特に、μ の質量が d と t

の分子の振動・回転励起に、共鳴的に、与える速い

に比べて、格段に軽いわけではないので、断熱近似

反応機構のことである。Vesman によって 1967 年に

が良くないことが、原子・分子流の解法では壁になっ

提唱（理論的予言）され、その後、J=v=1 状態のエ

ていたようである。原子核理論流の解法 [1] では、

ネルギー計算、
および μCF 実験によって確認された。 3 粒子を対等に、非断熱的に扱うのでこの困難はな
い。1988 年に至り、三つのグループが、三様の計
算法で、7 桁一致する解（(tμ)-d の threshold から見

EJν (eV)

て –0.660 eV）を得て決着した。
(tµ)1s+ d

-0.660

0
-34.834

ν=1

ν=1

-102.643

-100

ν=0

３．ミュオン移行反応

J=2

上述のように、(dtμ) 分子の形成は、(tμ) 原子と d
との熱エネルギー衝突によって起こる。(dμ) 原子は、

-200
-232.472

(tμ) より 48 eV エネルギーが高いので、(dμ) と t と

ν=0

の衝突では (dtμ) 分子は形成されない。

J=1
-300

-319.140

図 1 において、(dμ)、(tμ) 原子の形成は、(dtμ) 分

ν=0

-8

子の形成時間（10 秒程度）に比べて、ずっと速い

J=0
図2

-11

が (10

d tμ 分子のエネルギー準位

秒 )、しかし、半分の確率で作られる (dμ)

原子から (tμ) へ移行する反応
(dμ)1s + t → d + (tμ)1s + 48 eV
が余りに遅いと、サイクルにとって大きなネックと
なる。この反応を素過程として実験することはでき

µ

ないので、理論的に予測する必要があり、世界の原

d

µ

d
t

t

e

+
d

e
d

子衝突の理論家を大いに刺激した。異なる計算法を
用いる数グループの間でほぼ一致する結果が得られ
決着した。この計算も、種々の分野での 3 体系反応
の研究の発展に大いに貢献した。
-8

図3

d tμ 分子の形成

計算された反応速度は、熱エネルギーで 10 秒程
度であり十分速くはない。しかし、種々条件を変え
たサイクルの巡回速度、放出中性子の観測から、こ

μCF の研究は 1947 年にスタートしたが、当初、

のミュオン移行反応はサイクルのネックにはなって

dtμ、ddμ 分子の形成率は非常に小さいと算定され

いないようである。従って、ミュオン移行は、速度

（Auger process で）、μCF 熱は、その後しばし停滞

がずっと速い励起状態間で起こっていると思われる

していた。Vesman mechanism は、その熱をリバイ

が、理論的にも実験的にも十分解明されていない。

10
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４．ミュオン分子内核融合

dtμ 分子の中心（dt の接触点）から約 3 MeV で飛
び出した α の内、何％が、今まで dt の周りを回っ

通常の D-T 核融合では、プラズマの温度を上げて、 ていた μ を捕獲して（αμ）原子の基底・励起状態
D-T 間のクーロンバリヤーの少しでも上の方に登ろ

を作るか、という確率を計算する。数グループから

うとするが、μCF は発想が逆で、バリヤーの方を

回答がほぼ一致して、0.9 % を示した。一方、その後、

引き下げようとする方式である。d と t の周りを電

(αμ) が周囲と衝突している間に μ が活性化する過

子が回る通常の分子イオンでは、核間距離は水素原

程は、複雑なカスケード計算を含み、実験とのきれ

子の大きさの 2 倍程度で、核融合の確率は無限小だ

いな一致はまだ得られていない。

が、電子を μ に入れ替えたミュオン分子イオンでは、
mass の逆比で核間距離はおよそ 500 fm に近づき、
核融合の確率が現実的な大きさになる。

６．おわりに

核融合が起こる速さが、図 1 のサイクル一周時間
に比べて十分低いかどうかも、μCF にとって重大
問題であり、理論家の興味を大いに惹いた。
4

上記の周辺に存在する理論的課題はまだ色々ある
が、μCF の中心的理論課題は、上の 4 件と言えよう。

d + t → He + n + 17.6 MeV

μCF の理論的研究が、その後、幾つかの分野での

という原子核反応の低エネルギーでの反応断面積の

少数粒子系研究法の発展に直結し、貢献したことは、

情報を使って、ミュオン分子内での核融合反応の速

喜ばしいことである。

さを算出することができる。2、3 のグループの異
-12

最近の μCF 実験では、少数粒子系物理学的なデー

秒という非常に速い時間で

タが少なく、固相、液相における現象の違いの発見

核融合が起こることが分かり、これは全く μCF の

など、従来の μCF 計算に携わったものには、手が

ネックでないことが判明した。

出ないデータが多い（本特集の μCF 実験の原稿を

なる計算法により、10

参照）。物性関係の理論の方々の参入とご活躍を期
待する。
また、J-PARC における μCF 実験において、原子・

５．αμ 付着率

分子、原子核理論など少数粒子系物理関係の研究者
dtμ 分 子 内 で の 核 融 合 が 起 こ る と、α 粒 子 が 3
MeV ほど、中性子 n が 14 MeV ほどの運動エネルギー

にも魅力あるデータが多数産出されることを大いに
期待している。

を持って飛び散る。μ は自由になり、再び図 1 のサ
イクルを回すことになるが、不幸なことに、出て行
く α が 0.9 % の確率で μ を捕獲する（αμ 初期付着

参考文献

率という）
。電荷 2 を持つ α に付着した μ の約半数
は、そのまま（αμ）原子の中で寿命が尽きサイク
ルから消失する。幸い、約半数の μ は、（αμ）が周

[1] 肥山詠美子、木野康志、上村正康、日本物理学
会誌 61 (2006) 27.

囲の d, t 核と衝突している間に剥ぎ取られて生還し、 [2] 永嶺謙忠、日本物理学会誌 40 (1985) 787.
[3] 永嶺謙忠、物理学最前線 19 (1988) 75.

再びサイクルを回す。
結局、effective な αμ 付着率（消失率）は 0.4 %
ほどであることが実験的に分かっている。従って、

[4] K. Nagamine and M. Kamimura, Adv. in Nucl.
Phys. 24 (1998) 151.

サイクルを如何に速くまわしても、毎回 0.4 % が消
失するので、およそ、その逆数 250 回が上限となる。
この付着率が μCF の効率の上限を支配している
ので、これを計算することも、理論家に課された
大きな宿題であった。初期付着率の方は、α + n + μ
が織り成す 3 体問題である（αν 間の核力効果もあ
るが）。
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ミュオン寿命測定による
フェルミ結合定数の精密決定実験
理化学研究所

仁科加速器研究センター

友野
１．はじめに

大

標準理論のパラメータ
（GF(〜τµ), MZ）の測定精度の変遷
Z粒子の質量（MZ）

この記事をお読みになっている読者の方の多数
ているかと思います。何でミュオンの基本的な物理
量を、そんなたくさんの桁まで知ることが重要なの
かと思われるかもしれません。

ミュオン寿命（τµ）

相対誤差 ΔX/X [ppm]

は、「ミュオン寿命といえば 2.2 μs」これで事足り

Current MZ(23ppm)
RIKEN-RAL (51ppm)
(preliminary)

Saclay (33ppm)

しかし、ミュオン寿命が重要な物理量と密接に絡ん

TRIUMF (27ppm)

でくるとなれば話がちょっと変わります。ミュオンの

ミュオン寿命測定、過去の実験の平均 18ppm
（particle data groupより）

PSI
(muLan)

寿命が重要なのは、弱い相互作用の最も基本的な定数
であるフェルミ結合定数（GF）がどんな弱崩壊プロセ

年代

図1

スから導くよりも高精度で求まるからです。この GF
の精密決定がこのミュオン寿命精密測定に課された課

２.2

パラメーターノの精度の変遷

フェルミ結合定数との関係

題です。そして我々理研グループでは 1998 年から精

弱い相互作用によって引き起こされるミュオン崩

密測定を目指し測定を開始しました [1]。ここでは理研

壊は電磁気力と弱い相互作用の統一理論である標準

RAL ミュオン施設で行われた正ミュオン寿命測定実験

理論で記述されます。ところで、標準理論では最低

を中心にして、ミュオン寿命測定実験について説明し

3 つの実験で決定すべきパラメーターを必要としま

ます。あわせて、理研 RAL 実験の状況を紹介します。

す。通常は、微細構造定数（α 0.0045 ppm）、Z 粒子
の質量（MZ, 23 ppm）そして、フェルミ結合定数（GF）

２．ミュオンの寿命測定

を採用します [3]。この GF は原理的にはどんな弱崩
壊プロセスの崩壊幅（Γ ）でも実験的に決定できま

２.1

歴史的経緯

すが、高統計、高精度で測定可能、かつ変換式の理

今までに行われたミュオン寿命 (τ) の測定精度を

論的不定性が小さいミュオン崩壊プロセスが選ばれ

図 1 に示します。ミュオンが発見されてから数多く

ます。では、GF を導くための変換式ですが、標準

の測定が行われてきましたが、測定精度には統計精

理論によると以下のように記述されます。[4]

度が最も重要になるので、加速器の性能とミュオン

こ こ で、mμ 、MW、me は ミ ュ オ ン、W ボ ゾ ン、

寿命の測定精度は密接に関連して精度の向上がなさ
れてきました。現在、世界記録を持っている実験は
1984 年に TRIUMF で行われた実験で , 測定結果は

Γμ = τ −1 ≡

⎛ m2
⎜ μ
F
192π 3 ⎜⎝ M W2
G F2 mμ5

⎞
⎟
⎟
⎠

⎡ 3 me2 ⎤
[1 + Δq ] (1)
⎢1 +
2 ⎥
⎢⎣ 5 mμ ⎥⎦

2.19695±0.00006(27 ppm) です [2]。以来 20 年新たな

電子の質量です。さらに第 2 項 F(x) は電子の輻射

測定はおこなわれていません。加速器、検出器、デー

補正、第 3 項は W ボゾン輻射補正、そして第 4 項

タ取得ともに格段に進歩した現在、さらなる精度向

の Δq は QED 補正項を表します。この式に現れる

上が期待できる状況です。

定数は十分に高精度で測られているので、GF と τ

ところで、ミュオン寿命を議論するときには、 の精度を直接結びつけられます。また、高次補正に
過去のいくつかの実験結果の重みつき平均（PDG

関する式自体の不定性ですが、既に 80 年代には、

average）で議論します。これによると、現在の寿

第 3 項までは実験に比べ十分高精度に計算されて

命の精密値は 2.19703±0.00004(18ppm) になります。

いましたが、第 4 項の Δq 項の高次の計算は近年に

12
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理研RAL実験のセットアップ
装置全体 (Port 2)
Scintillation
MWPC

Counter

MWPC
〜104
µ+

e+

２.4

DAQ

４つのGPS衛星から得た電波(10MHz)を正確な時間として
駆動するモジュール(LM)を開発し、
ミュオン崩壊時間データ
を取得した。
また、大量のデータを扱うための４台並列の
CAMAC、細かい時間間隔でデータをとるTDC
GPS 10MHz
(LeCroy 3377)を使用した。
MWPC

AMP & Dlscriminator

e

る状況
ところで、20 年ぶりの精度向
上を狙うのは理研グループ以外

LM
0µ - 64µsec
100 nesc/bin

e+

3Mb/sec

PC

Scintillator
TDC

MWPC

Holmium Target

Taret box
& Helium

図2

0

para-magnetic
Holmium target

50
(cm)

崩壊陽電子を観測、
片側当たり、XYXY
の４面それぞれ64、96本のワイヤーが
2mm間隔で張られている。

にもあります。2 つのグループが
1999 年に PSI にプロポーザルを

+

e+

ミュオン寿命測定をめぐ

出しています。1つはFASTグルー
record

LeCroy 3377
long range TDC
0µ - 32µsec
500psec bin

ミュオンスピンをできるだけ早く緩和させ
(T1 〜 500 nsec) スペクトルに乗るスピン
緩和の効果を小さくする。

DDS 3
12G

プ [5] で PSI の DC ビームとシン
チレーションファイバー（SCIFI）
をアクティブターゲットとして
πから μ、μ から電子への崩壊を

なって進展し [4]、現在、τ と GF の計算式の不定性

追い、その時間差から寿命を求めています。そして、

は sub ppm レベルまで向上しました。式 (1) によれ

もう 1 つは μLan [6] グループではミュオン標的を 180

ば、現在の GF の相対精度は 9 ppm となり、ミュオ

個のシンチレーターで全立体角を覆った μLan 検出器

ン寿命の実験精度向上は直接 GF の精度向上が見込

とパルスビームを用いたところにあります。このパル

まれるところまで来ています。

スビームは PSI の DC ビームを一時的（約 1μs）にリン
グに蓄積し、パルス状にして取り出すことにより、好

２.3

理研グループの手法

みの間隔でビームを使えるという優れものです。理研

精度向上のためには、大量のミュオン崩壊を観測

RAL の瞬間ビーム強度に比べ落ちるのですが、繰り返

し統計誤差を小さくすることが最も重要です。理研

しレートが高いので、ビーム積分強度は十分大きいと

グループの最大の特徴は統計精度向上のために理研

いう利点があります。こちらのグループは今データ取

RAL 施設の大強度パルスビームを用いた点にあり

得中であり、理研グループにとって気になる相手です。

ます。また、検出器側では、検出シグナルの有限な
処理時間があるので、ほぼ同時に来た 2 つ以上の崩

３．実験原理

壊電子を観測できないという問題（カウントロス）
がつきまといます。これがパルスビームでは最大の

ここからは理研 RAL における実験の詳細について

系統誤差を生む原因となる場合があり、これをどう

説明します（図 2）
。実験では、偏極した表面ミュオ

抑えるかが、検出器をデザインする上での 1 つの鍵

ンビームを常磁性ホルミウム標的に止めます。静止

となります。理研 RAL では以下のようなセットアッ

した正電荷ミュオンはある寿命で陽電子に崩壊しま

プ、手法の工夫を行いました。

す。陽電子は両側面に置かれたワイヤーチェンバー

1. 強力パルス状ビームで検出レートを大幅に向上さ

(MWPC, PC1~PC4) で観測し、その時間を記録しま

せました。一方で検出器では、
ワイヤーチェンバー

す。観測された陽電子の時間分布から、ミュオンの

(MWPC) で以前の 200 倍の多チャンネル化を進

寿命を決定します。MWPC は大小 2 種類あり、およ

め、チャンネル当たり検出レートを下げました。

そ 200 個 / パルス /1 面の陽電子を観測、
主にワイヤー

2. 1 で抑制したものの、まだ残るカウントロスは解

当たりのイベントレートが小さい (1.0 count/pulse) 後

析的に補正できるので、そのための解析手法開

方の大きい MWPC を解析に用いました。ターゲット

発を行いました。

後方にはヘリウムバックを置き、ホルミウムに止ま

3. 計測時間の精度向上のため、正確な時計である

らなかったミュオンが空気に止まらないように後方

GPS と同期させたデータ収集系を開発しました。

のビームダンプへ逃します。ターゲット周辺もヘリ

4. ミュオンスピン緩和がスペクトルを歪める影響を小

ウムで満たされていて、空気に止まるのを防ぐのと、

さく抑えるために常磁性ホルミウムを選択しました。 ホルミウムの酸化を防止しています。さらに、ター
これらの手法、検出器を使って、第一段階として 10

ゲット中でミュオンスピンが緩和することよって崩

ppm の精度でミュオン寿命を測定することを目標と

壊陽電子数が時間変動すると、崩壊時間スペクトル

して実験を開始しました。詳細は以下で説明します。 を歪めるので、スピン緩和時間が非常に短く指数的
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ミュオン崩壊スペクトルの count-loss 補正

となります。ミュオ

The Previous Experiment (1984 Saclay, etc.)
補正を行わずにフィット関数に1次のカウントロス項を
いれてフィット、高次の項がいらないためには十分
カウントロスが小さくなければならない。

RIKEN-RAL experiment

Count-loss Term

ン崩壊電子項（係数

基本的には、
カウントロス項はレートの指数関数(e-t/τ)の冪であらわされる。

n Loss (t; m, d) = n1e

f(t) = A e-t/τ - Be-2t/τ + background

− t
τμ

− n2 e

− 2t
τμ

+ n3 e

− 3t
τμ

− n4 e

− 4t
τμ

+ ⋅⋅ ⋅,

A）と、粒子を 1 つ

(a)

Number of events

指数冪の係数(n1, n2,...)は検出器が次の粒子を受け付けられるまでの時間（不感時間 d）
と、
イベントレート(m)の関数であらわされる。かつ、ハードウェアによる不感時間の振舞い方
（本実験の場合は”非麻痺型”）に依存する。
これらは、確率的に決定可能である。
この係数を
観測されたスペクトルに計算した補正項を加え、 計算してロス前のスペクトルを類推し数値的に補正する。ちなみに、似たような指数関数の重
単純な指数関数のみでフィットを行う。
ねあわせなので、
すべての係数をフィットで決定するのは非常にむずかしく、
誤差が大きくなる。
理想的にカウントロスのない場合のスペクトル(Zint)の関係は
観測されたスペクトル(Zobs)と、

corrected (exponential)

zint (t) = zobs (t) +

Fitting Function

f(t) = A e

-t/τ

+ background

10000

20000

30000

40000

Time[nsec]

0

dt' zobs (t − t') closs (t,t − t')

zobs (t) =

∞

n−1

m (−m)
e
∑
τ n=1 (n −1)!

t n−1
−
τ /n

⎛

∏ ⎜⎜⎝e
j=1

d
τ/j

⎞
⎟⎟ −1
⎠

これにより、ZobsからZintにもどすような補正項が計算できる。

り 1 個目を観測する
レートの指数関数と
2 個目の数え落とす

(b)

のように表せる。
ここでclossは不感時間中のレートであり、単純な指数関数に従う。
この式からZobsは以下のようにあらわされる。

observed spectrum (w/ count-loss)
0

∫

d

数 え お と す（ つ ま

(c)

図3

レートの指数関数の
掛け算から）カウン
トロス 1 次の項（係

数 B） が 出 て き ま
に緩和するホルミウム(T1 ~ 500 nsec) を選択しました。 す。1 次の項だけしか必要ないくらいロスが小さい
また時間の記録には GPS（10 MHz）と同期させて時 とき、（1984 年の Saclay 実験 [7]）はこの項までで
間の精度を上げた Latching memory (LM) モジュールを

十分で、この関数をそのままフィット関数として採

開発し、実験に投入しました。以上のような実験装置

用すればよかったのですが、高次のカウントロスま

を併用でミュオン寿命の測定精度向上に挑みました。 で必要となった RAL 実験では、この項だけでは不
十分です。そこで、このロスを高次まで書き下し（図
中式 (a)）、指数部分の係数をミュオンのレートから

４．データ解析

確率的に計算することにより、直接スペクトルを補
11

実験ではおよそ 10 個弱の崩壊陽電子を観測し

正する方法をとりました。概要は上図に示します。

ました。データ解析といっても ppm レベルまで到

まず、我々の用いた検出器の不感時間はディスクリ

達するためには単にスペクトルをフィットするだ

ミネーターに依存し、“non-update type（麻痺型）”

けでは済むはずもなく、大きく分けて 5 段階のプ

です。このタイプでは、ある粒子が観測されるとそ

ロセスを踏んでいます。１）記録したデータ分類、 の後の時間 d の間だけ粒子は観測できません ( 不感
MWPC のデータ構造の解析、バックグラウンド成 時間 )。この時間内に来た粒子は時間 d の長さには
分の解析、２）ラッチにより特殊な形で記録された

影響を及ぼさず、不感時間を延長もしません。ま

れたデータパターンからカウントロス有りの時間ス

た、不感時間中に粒子が来たかどうかは分かりませ

ペクトルを構成、３）検出器のカウントロス補正の

ん。このタイプの不感時間のとき、観測される時間

手法開発、モンテカルロシミュレーションによるテ

のスペクトルは計算から図中 (c) 式（zobs）のように

スト、データへの適用、４）崩壊電子スペクトルの

表せ、これと理想的にロスのないときのスペクトル

統計誤差を MWPC のダブルカウント等を考慮して

(zint) を比較することで、補正量が計算できます。こ

計算、フィットして時定数から寿命の中心値と統計

の量をスペクトルに event-by-event で加えることに

誤差を決定、５）系統誤差の評価を行い統計誤差と

よって補正します。この作業を、平均値の違い、ワ

の調整。以上のどの段階もとても難しいのですが、 イヤーごとの d の違いを考慮して行いました。バッ
-5
紙面の都合上特に本稿では３）について説明します。 クグラウンドはシグナルにくらべおよそ t =0 で 10
程度と十分に小さいので無視すると、各補正後のス
４.1

ペクトルは同じミュオン寿命をもった 1 つの指数項

カウントロスに起因するスペクトルの補正

2.3 で述べたように、カウントロス補正は解析上

のみで表されます。

最も重要です。カウントロスは検出器の不感時間 (d)
中に来る粒子の数え落とすことで、その量はある時

４.2

時間スペクトルのフィット

刻 t における瞬間のイベントレート (m (t)) と d に依

補正後のスペクトルを図 4 に示します。これを

存します。カウントロスの１次の項まで含んだミュ

フィットして寿命を決定します。詳細は省略します

オン崩壊スペクトルの式を書き下すと、

が、MWPC のマルチヒットを考慮した形で誤差評

N (t ; m, d ) = A (m, d )e − t / τ − B(m, d )(e − t /τ )

2

14

(2)

価を行い、フィット関数としてバックグラウンド項
の時定数を考慮する必要があったので、
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+ Be

− t / τ background

+C

μ mean lifetime (Δτ < 10-9sec)

(3)

RIKEN-RAL 2004 - Preliminary

の形、A、B、C、τ および τ backgrond の 5 変数でフィッ

Giovanetti 1984
Bardin 1984 (μ+)

トを行いました。

Bardin 1984 (μ−)
Balandin 1974

４.3

ミュオン崩壊陽電子の時間スペクトル
観測された電子数 [counts / 100 nsec]

N (t)= Ae

−t / τ

108

106

104

系統誤差に関する考察

Dulcos 1973

データ解析のうちで最も困難だったのが系統誤差

2196.8

2197.0

2197.2
Lifetime

の見積もりで、上で補正して求めた時間スペクトル

2197.4

図4

が t=0 の領域に近付くにつれカウントロスとは明ら

2197.6
[nsec]

0

10000

20000

30000

40000

時間

50000
[nsec]

時間スペクトルと過去の結果一覧

かに異なる検出レートに依存した、おそらく検出器
に起因した何らかの系統誤差をもっています。そこ

ここからは筆者の個人的な感想です。本稿では紙

で、知っているスペクトルの形 ( フィット関数 ) か

面の都合で詳細は割愛しました。簡単に崩壊時間ス

らのずれを調べ、そのずれの分を系統誤差として計

ペクトルがでてきたように見えますが、実のところ

上しました。この誤差とフィット誤差を最小にする

２）３）など、とても大変な工程を経て得たもので

のが、t=3.5 μs だったのでここをフィットの開始時

とても辛い実験でした。しかしながら、実験手法的

刻にとることにしました。さらに補正のパラメー

にはうまくいっている実験なので、この手法を活か

ター誤差の影響などを求めるために、計算やモンテ

していつか再挑戦できればと思います。

カルロ・シミュレーションを行いその結果を参照し
ました。ここまでで得られた値は、
+ 0 .006

τ μ = 2197.01 ± 0.11㸝stat.㸞 − 0.034

最後に、R77 理研 RAL 実験は（現身分で）実験
代表者の中村哲助教授をはじめとして、松崎禎市郎

-2

(syst.)GeV (8.23 pp m)

GF = (1.166372 ± 0.000029) × 10 −5 GeV -2 (25 pp m)

副主任研究員、石田勝彦副主任研究員、渡辺功雄
研究員、松田恭幸研究員、G. Mason 教授、坂元眞一
副主任研究員、岩崎雅彦主任研究員、永嶺謙忠教授

精度としては過去の精度を更新するにはいたって

のコラボレーションで行われた実験です。みなさま

いません。PDG 平均と同手法で過去実験の平均を

のご協力に感謝いたします。

求めると、

τ μaverage = 2197.0306 ± 0.0363
G

average
F

nsec (16.5 ppm )

= (1.166366 ± 0.0000096) × 10 −5 GeV −2 (51 ppm)

となり、平均では精度向上に寄与することが分かり
ます [8]。スペクトルと結果の一覧を図 4 に示します。
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ポールシェラー研究所における
ミュー粒子稀崩壊モード探索実験
東京大学
素粒子物理国際研究センター

三原

智

スイス・ポールシェラー研究所において、国際共同実験グループによるミュー粒子
稀崩壊モード探索実験、MEG が進行中である。本稿では MEG が目指す物理を紹介し、
実験の現状について報告を行う。

１．はじめに

トンの質量の固有状態と対応している必要はない。
さらにはスカラークォーク、スカラーレプトンの質

素粒子の標準理論はゲージ理論によりクォークと

量の固有状態は相互作用の固有状態と同一である必

レプトンの相互作用を統一的に記述する理論であ

要もなく、超対称性標準模型では世代間の混合をも

り、我々が現在知るところのほぼ全ての素粒子の反

たらす反応も起こりえる。標準理論では禁止されて

応過程を精密に記述する。ここではレプトン世代

いる荷電レプトンの世代数を保存しない低エネル

数は良い保存量となっており、現在知られている

ギーでの反応も、ループダイヤグラムを介して起こ

ミュー粒子の崩壊においても全ての過程でレプトン

る可能性が出現するわけである。したがって、この

世代数は保存されている。一方、近年発見された

ような反応を実験室で調べることができれば、超対

ニュートリノ振動現象 [1] はニュートリノに微小な

称性粒子が関与するような高いエネルギーでの物理

がらも質量がある証拠であり、標準理論では扱えな

現象や力の大統一に関する情報を引き出すことも可

い範疇に属する。ニュートリノ振動ではレプトンの

能になるはずである。

世代数保存も成り立っておらず、標準理論の限界が
実験により示された初めての例となっている。

表 1 に代表的な荷電レプトンのレプトン世代数非
保存の過程と実験で得られている上限値を示す。

標準理論を越える理論として有望視されているも
のの 1 つに超対称性標準模型がある。超対称性のも

表1

とでは全ての素粒子に対して統計性の異なる超対称
性粒子が導入され、標準理論が内包するヒッグス粒
子質量の自己発散の問題が自然に解決される。また
超対称性の導入により実験で測定された標準理論の
16

3 つのゲージ相互作用の結合定数が 10 GeV 近傍で

荷電レプトン世代数を破る崩壊過程

過程
−

上限値
−

4.3 × 10-12 [3]

μ Ti → e Ti
+

+

μ →e γ

1.2 × 10-11 [4]

μ+ → e+ e+ e−

1.0 × 10-12 [5]

τ− → μ− γ

6.8 × 10-8 [6]

一致することも注目に値する [2]。このことは超対
称性の存在を支持する重要な証拠であり、超対称大
統一模型を示唆するところとなっている。

超対称性標準模型の予言によればμ粒子が関与す

もちろん超対称性は厳密な対称性ではない。この

る 3 種類の過程のうち μ → eγ 崩壊の分岐比がもっ

ことは各素粒子に対応する超対称性粒子パートナー

とも大きくなり、現在の上限値のすぐ下に見つかる

がいまだに発見されておらず、もとの素粒子とは異

可能性が高い [7]。これは他の 2 つの過程が基本的

なる質量を持つであろう事からも明らかである。つ

には μ → eγ 崩壊の過程でガンマ線が原子核に結合

+
まりは超対称性は破れた対称性であり、クォーク、 するか e e− 対生成が伴って生じるためであり、確率

レプトンに対応するスカラークォーク、スカラーレ

がほぼ微細構造定数分だけ小さくなって 100 分の 1

プトンの質量の固有状態は必ずしもクォーク、レプ

程度になるためである。

16
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MEG の実験装置（図 1）は大きく分けて 3 つの

２．μ→eγ 崩壊探索実験

主要部分から構成される。ミュー粒子を静止ター
MEG（Mu-E-Gamma 探索）はスイス・ポールシェ

ゲットまで輸送するビーム輸送システム、ミュー粒

ラー研究所の陽子サイクロトロンで供給される世界

子崩壊から生じる陽電子を計測する陽電子計測シス

最高強度のミュー粒子ビームを利用して μ → eγ 崩

テム、ガンマ線を計測するガンマ線検出器である。

壊の探索を行う実験である。実験は日本グループが
中心となって 1999 年に立案され [8]、現在、日本、 3.1. ミュー粒子ビーム
イタリア、スイス、ロシア、アメリカの 5 カ国から
総勢 62 名が参加する国際共同実験となっている。

粒子生成ターゲットで生成されたミュー粒子は図
2 左の輸送システムを介して実験エリアまで輸送さ

μ → eγ 崩壊探索の歴史は古くミュー粒子が発見

れる。実験エリア内ではビーム中に含まれる陽電子

されたのとほぼ時を同じくして探索が開始されて

を除去するための静電セパレータ、陽電子計測シス

いる。MEG 開始前には米国ロスアラモス研究所で

テム電磁石にビームを受け渡するためのビーム輸送

MEGA が遂行されており、この実験が現在の μ →

超伝導ソレノイド電磁石が配置されている
（図 2 右）
。

eγ 崩壊の分岐比の上限値を与えている [4]。MEG は

MEG ではビーム中の陽電子の混入を効率よく低減

この上限値を 2 〜 3 桁上回る感度で探索を行い、荷

するためサーフェースミュー粒子の運動量にビーム

電レプトンのレプトン世代数非保存現象を発見する

ラインは最適化されている。2006 年に行われたコ

ことを目指している。このためには多量のミュー粒

ミッショニングランでは静止ターゲット上でのビー

子が必要であり、偶発的な事象の重なりによるバッ

ムプロファイルとして x 方向 11 mm、y 方向 11 mm、

クグラウンド事象を抑えるためにパルスビームでは

ビーム強度 10 /sec が得られることが確認された。
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なく DC ビームを必要とする。MEG がポールシェ
ラー研究所で行われる所以である。
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μ → eγ 事象のシグナルは極めてシンプルである。静
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それぞれミュー粒子の質量の半分のエネルギー (52.8
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MeV) を持って放出されるというものである。バッ
クグラウンドからシグナルを選別するためにはこの
事象の特徴を最大限利用する。MEG が目指す極微の
47
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分岐比まで実験感度を高めるためには、陽電子、ガ
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ンマ線を計測する検出器に究極の性能が要求される

MEG

のは言うまでもない。大量のバックグラウンド事象
からシグナル事象を効率よく選び出すために様々な

図2

ミュー粒子輸送システム ( 左 ) と実験エリア内に配置され

工夫が設計段階から熟考された。その結果、次節に

た静電セパレータ、四重極電磁石、ビーム輸送ソレノイド

紹介するような実験装置が実現されることとなった。

電磁石（右）

3.2. 陽電子計測システム

３．実験装置

MEG では最大で 108/sec のミュー粒子ビームを
COBRA Magnet

ターゲットで静止させる。これらは崩壊により陽電

Liquid Xenon
Scintillation Detector

γ

子を放出するため陽電子計測システムは大量の陽電

Thin Superconducting
Coil

γ

Stopping Target
Timing Counter

e+

Muon Beam

子の中から μ → eγ のシグナルである 52.8 MeV の陽
e+

電子を効率よく選別できるようになっていなければ
ならない。このため MEG では独自の発想に基づく

Drift Chamber

Drift Chamber
1m

図1

MEG 実験装置
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タが採用されている。
このスペクトロメータには勾配磁場を持つ超伝導
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ソレノイド電磁石（COBRA マグネット）が使用さ

重散乱を低減するためにヘリウムガスで満たされて

れている。図 1 に示されているように中心付近では

いるが、タイミングカウンターの PMT を保護する

ソレノイド径は小さく 1.2 テスラの磁場が得られて

ためにその周辺をプラスチックのフィルムで覆い窒

いるが、端部付近では径が大きくなり磁場が 0.5 テ

素ガスが流され続けている。

スラまで弱められている。これによりターゲットで
生成された低い運動量の陽電子が中心付近にいつま
でも留まることなく素早く外部に掃き出される。ま
た、勾配をうまく調整することによりターゲットか
ら出てきた陽電子の回転半径が放出角度によらず運
動量だけで決まる（Constant Bending Radius）よう
にも設計されている。
陽電子の飛跡検出には MEG のために新たに開発
された低物質量ドリフトチェンバーが使用されてい
る。16 個のドリフトチェンバーモジュールをカー
ボンファイバー製のフレーム上に静止ターゲットを
囲むように配置し（図 3）、ターゲットから放出さ
れた陽電子の飛跡検出、運動量計測を行う。各モ
ジュールのアノードワイヤー信号は両端から読み出

図4

COBRA マグネット内へのインストールを待つ
タイミングカウンター

される。カソードにはバーニヤーパターンが採用さ
れており、読み出しチャンネル数を抑えながらもア
ノードワイヤー方向の位置分解能を稼ぐことに成功
している [9]。

3.3. ガンマ線検出器
MEG においてガンマ線検出器は重要な鍵を握る。
高係数率下でも優れた応答を示し、ガンマ線のエネ
ルギー、入射位置、到達時間の全てを精度良く計測

γ

Target (CH2):〜280um

することが求められる。また広いアクセプタンスに
わたって検出器の一様性が保証されていることも必

Hellum
〜100um

要である。MEG では、これらの要求にかなうガン
マ線検出媒体として液体キセノンを採用した。液体

e+

であるため容器形状を選ぶことで検出器の形状を任
意に設定することができ、光量を損なう恐れがある
不純物が混入した場合でも循環純化を施すことでそ
Chamber material
(Kapton, Al, He, C2H6)
〜50um

図3

陽電子飛跡検出用低物質ドリフトチェンバー（モジュール
は 6 個のみ表示されている）

れらを除去することが可能である。信号の読み出し
用には、液体キセノン温度（165 K）でも運転可能
な PMT を浜松ホトニクス社と共同で開発し、液体
キセノンから発せられるシンチレーション光を最大
限捕らえるために PMT を液体キセノン中に配置す

陽電子の飛来時間は図 1 に示されているように

る手法をとった。図 5 に液体キセノンガンマ線検出

COBRA マグネット両端部に配置されたタイミング

器模式図および建設中のクライオスタットを示す。

カウンターにより計測される。μ → eγ シグナルの

ガンマ線検出器は COBRA マグネットの周りを取

陽電子飛来方向にあわせて最適化されたひし形のプ

り囲むような C 型をしており、容器内部におよそ

ラスチックシンチレータを磁場中で運転可能なファ

900 リットルの液体キセノンが満たされる。総計で

インメッシュダイノード光電子増倍管（PMT）に

846 本の PMT が有効体積の全ての面に内部を見据

より読み出す。図 4 に COBRA マグネット内へイン

えるように配置される。全ての PMT からの信号を

ストールする直前のタイミングカウンターを示す。 包括的に処理することにより、入射ガンマ線のエネ
COBRA マグネット内ターゲット周辺部は粒子の多
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Pulse Tube
Refrigerator

た COBRA スペクトロメータが設計どおり機能して

Compressor

Vacuum
for thermal insulati

Liquid Xe

いることが確認できた。本稿では触れなかったが
MEG 用に新規に開発されたトリガー、データ収集
用のエレクトロニクスの基本的動作が実際の検出器

Al Honeycomb
window

信号により確かめられた意義も大きい。

Target
PMT

５．今後の予定
Epoxy-Resin fill

2007 年のポールシェラー研究所陽子加速器の運
転は 4 月に開始される。現在 2006 年に収集したデー
タ解析を進めながら、全体システムの立ち上げに向
図5

液体キセノンガンマ線検出器模式図（左）と建設中の

けて建設作業が急ピッチで進められている。とりわ

クライオスタット ( 右 )

け液体キセノン検出器の建設が急務である。完成後
はキセノン検出器のコミッショニング、データ収

液体を安定に保持するためには実験グループによ

集系への組み込みなど準備事項は山積しているが、

り開発されたパルス管冷凍機が使用される。パルス

2007 年前半にはこれらを終了し、後半には全シス

管冷凍機は冷却部に稼動部分がないため振動ノイズ

テムが揃った状態でのデータ収集を開始するべく、

が少なく、大掛かりなメインテナンス作業の必要が

実験グループ一同が日夜準備作業に勤しんでいる。

ない。様々な試行錯誤の結果、6.7 kW のコンプレッ
サーを使用した際に液体キセノン温度で 190 W の
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PRISM と μ-e 転換過程探索実験

大阪大学大学院理学研究科

青木

正治

TeV 領域の物理を研究する手段として、荷電レプトン・フレーバを保存しない反応過程
が注目されている。この反応は未だに一つも観測されていないが、超対称性をもとにした
理論などでは現在の実験リミットをわずかに数桁改善するだけで発見される可能性が指摘
実験的な研究の発展が期待されている。著者が所属する大阪大学の研究グルー
されており、
−

−

プが中心となって進めている μ + N → e + N 転換過程の探索実験計画に関して紹介する。

１．レプトン・フレーバ非保存過程

した大統一理論 (SUSY-GUT) や、ニュートリノの微
少な質量を説明するシーソーメカニズムに SUSY を

レプトン・フレーバ非保存過程の探索実験は歴史

結合した SUSY-Seesaw などでは、現在の実験リミッ

が古い。ミューオンが発見された 10 年後の 1947 年

トのわずか数桁下に信号が観測される可能性が示唆

には既に最初の μ→eγ 崩壊の探索実験 [1] が行われ

されている。この辺の事情に関しては文献 [4] に詳

ている。最もその当時はまだレプトン・フレーバと

しいので参照されたい。

いう概念はなかったが、この実験によってニュート
リノと荷電レプトンがペアになっているのではない

２．μ− + N → e− + N 転換過程と μ → eγ 崩壊

か [2] との理解が進んだのであった。その後、μ→eγ
崩壊が発見されない事から逆にレプトンの世代ごと

レプトン・フレーバ非保存過程を実験的に研究す

に保存する加算量子数の存在が予言され、ミューオ

るためには、ミューオンを用いるのが最も感度が高

ンニュートリノの発見 [3] につながっている。レプ

い。レプトン・フレーバ非保存過程の探索実験は典

トン・フレーバ非保存過程に関する研究は、素粒子

型的な稀崩壊の実験であり、親粒子を多量に用意し

物理学の発展に貢献してきたのである。

て統計精度を上げることが第一義的に重要だからで

さて、レプトン・フレーバ保存則が一旦確立して

ある。ミューオンを用いた実験には、
μ→eγ 崩壊探索、

しまうと、これは素粒子の標準模型にアプリオリに

μ→eee 崩壊探索と μ− + N → e− + N 転換探索の 3 種類

組み込まれることとなった。ゲージ原理等のなんら

が知られている。c-LFV の過程を実効ラグランジア

かの対称性が存在する訳でもないのにおかしな話で

ンで記述すると下の式に示す 3 項に分類される [5]。

ある。実際、クォークセクターではフレーバは保存
していない。にもかかわらず、ニュートリノ振動現
象が発見されるまでは、レプトン・フレーバは厳密
に保存すると考えられていたのであった。ニュート
リノ振動現象が発見されると、レプトン・フレーバは
保存しない事が明らかとなったが、荷電レプトンにお
いては依然として保存していると仮定されている。

=

mμ
Λ

2

μ Rσ μν eL Fμν

1
(μ L γ μ eL )(e Lγ μ eL )
Λ2F
1
+ 2 (μ L γ μ eL )(q L γ μ q L )
ΛF
+h.c.

+

標準模型の成立するエネルギースケールを超えた

μ→eγ 崩壊は第一項のみに関与するが μ− + N → e− + N

領域での素粒子物理を考えると、レプトン・フレー

転換は第一項と第三項に依存する。但し、μ− + N →

バ非保存過程の研究が再び重要になってくると考え

e− + N 転換の第一項に対する感度は μ→eγ 崩壊の高々

られている。特に荷電レプトンのフレーバ非保存過

α 倍程度である。このように、これらの c-LFV 過程は

TeV やそれを遥かに超えたエネルギー
程 (c-LFV) は、

いずれも相補的な関係になっており、どれか一つを研

領域の物理に敏感である。超対称性 (SUSY) を導入

究すれば良いというものではない。バランス良く、す
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べてのプロセスを研究してゆく事が大変に重要である。 の J-PARC/MR へ設置し、μ− + N → e− + N 転換分岐
特に μ− + N → e− + N 転換過程と μ → eγ 崩壊に関

比で 10 レベルまでの探索実験を行う計画である。

しては、実験手法の観点から見てもお互いに相補的

PRISM の大きな特徴は、位相空間回転リングに

-18

である。μ → eγ 崩壊ではアクシデンタルバックグ
ランドが問題となるので、大強度ミューオンの DC
ビームが必要となる。また、e とγの検出器はエネ
ルギー分解能、時間分解能、角度分解能のいずれに
おいても最高の性能を要求される。現在 PSI で実験
中の MEG 実験では、PSI から供給される大強度表
面ミューオン DC ビームと、この実験のために開発
された新型の液体キセノンカロリメータでこれらの
要請を満たしている [6]。一方、μ− + N → e− + N 転
換では、およそ 100 MeV の電子 1 個を測定すれば
良いだけなので、検出器への要求性能は μ → eγ 崩
壊実験ほど高くはない。μ− が原子軌道上で崩壊す
ることによって生ずるバックグランドを除去する程

図1

PRISM レイアウト

度には性能を確保しなければならないが、それには

ある。これは Fixed Field Alternating Gradient (FFAG)

高々 0.4%(FWHM)~1%(FWHM) 程度の運動量分解能

シンクロトロンを応用した運動量アクセプタンスの

で十分である。むしろミューオンビーム中に残存す

大きなリングである。電磁石の口径も大きく、水平

−

る π 粒子が主要なバックグランドとなるため、こ

アクセプタンス 38000 πmm・mrad および垂直アク

れを排除するための工夫がミューオンビームライン

セプタンス 6000 πmm・mrad を実現している。大阪

に対して必要となる。

大学を中心とするグループでは現在、リング部分の
開発研究を行っている。FFAG 電磁石も既に 5 台製
造した。図 2 に完成した FFAG 電磁石の前で撮った

３．PRISM 計画

記念写真を示す。左から 2 人目が著者である。平成
PRISM は Phase Rotated Intense Slow Muon の略で、 18 年にはこの FFAG 電磁石の磁場測定を KEK で行
シンクロトロン振動の原理を活用した μ− + N → e− + N

い、おおむね所定の磁場が達成されている事が分

転換実験のための高性能ミューオンビームラインで

かった。現在、本 FFAG 電磁石による荷電粒子の輸

ある [7]。PRISM によって実現されるミューオンビー

送を記述するマップを、α 線を使って実測するべく

ムの特徴は、

実験準備中である。
11

12

(1) 大強度： 10 ~ 10 μ±/sec
４．μ− + N → e−+ N 転換研究の段階的な発展

(2) 高輝度： δE = 0.5 ~ 1.0 MeV
-18

(3) 高純度： Nπ/Nμ ~ 10

にある。μ 粒子をターゲットへ静止させるためにそ

PRISM を実現するためには、開発しなければな

の運動エネルギーは 20 MeV と低く設定しており、 らない機器が FFAG 電磁石の他にもいろいろと存在
また位相空間回転の副作用として μ ビームはおよ

する。すべての機器の開発の完了を待ってから実験

そ 100 Hz でパルス化されている。図 1 に PRISM の

を開始したのでは、物理を研究する時期が遅れすぎ

模式図を示す。上流から順に、陽子ビームをあて

てしまうかもしれない。また、稀崩壊実験ではたっ

−

−

−

る π 生成標的、低エネルギー π を捕獲する π 捕
−

−

−

獲ソレノイド、π が μ に崩壊する π 崩壊ソレノイ
−

ド、μ ビームの広がっている運動エネルギーをそ
−

た１桁改善するだけでも予想しなかった現象が現れ
て来るものである。これを段階的に一つ一つ克服し
ながら実験精度を上げてゆくのが正道であろう。セ

ろえる位相空間回転リング、および μ ビームが静

レンディピティーという言葉もあるように、とに

止した標的から放出される電子を測定する測定器

かく実験を開始してデータを見ながら、そのデー

(PRIME) から構成される。この装置を、現在建設中

タの流れに身を任せて先に進む事も重要である。
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カーブソレノイドに変更した計画と読み替える事も
できる。これだけであるが、PRISM よりも早期に
実現可能で、なおかつ MECO や mu2e よりもすぐれ
た実験提案となっている。

Production
Target

Stopping
Target

図2

PRISM-FFAG 電磁石

国 際 競 争 と い う 問 題 も あ る。 元 々 PRISM を 提
案した時には、MECO という実験が提案されてい
た [8]。MECO は位相空間回転リングを取り外した
PRISM のような計画で、10-16 の精度を目標として
いた。PRISM グループはこの MECO にも参加して

図3

PRISM/Phase-1 レイアウト

いたが、これは MECO をステージ 1、PRISM をステー
ジ 2 と位置づけて段階的な実験研究の発展をもくろ
んでいたのである。

PRISM/Phase-1 では、位相空間回転リングが存在
しないため、PRISM に比べてビームπ - バックグラ

ところが、平成 17 年の夏に MECO 実験が急に中

ンドが深刻な問題となる。μ− + N → e− + N 転換から

止されてしまった。米国では MECO 実験の復活を

の電子放出がビーム粒子に対しておよそ 1μsec 程度

期した mu2e グループ [9] が立ち上がり、フェルミ

遅延するのに対して、ビーム π− バックグランドは

国立研究所での 2012 年からの実験開始の議論を始

即発なので、ビームをパルス化することによって

めた。しかし、当初の MECO に比べれば計画全体

タイミングでビーム π− バックグランドを削減する。

は大きく遅れている。ここで PRISM を mu2e のス

10-16 の精度で実験をするためには、パルス間に残存

テージ 2 と位置付けることは出来ない。そんなこと

する粒子の割合を 10 以下に抑制しなければならな

をすれば本邦での μ− + N → e− + N 転換実験開始が

い。これを Extinction と呼ぶ。Phase-1 に必要なパル

大幅に遅れてしまう。PRISM グループはこの mu2e

ス陽子ビームの仕様は、

-9

のスケジュールに対抗しなければならない。そこで

(1) ビームパワー：60 kW

我々は、実験開始までに必要な開発研究項目を絞っ

(2) パルス間隔：1 μsec 程度

た PRISM/Phase-1 を提案するに至ったのである。具

(3) パルス幅：100 nsec 程度

体的には、Phase-1 では位相空間回転リングを使用

-9
(4) Extinction：10

しない。ただし、PRIME 検出器はそのまま採用して、 である。J-PARC の MR でパルスビームを実現する
将来のフルバージョン PRISM への発展性を担保し

ためには、MR の加速バンチ 1 つおきに陽子をロー

ておくこととした。

ドすればよい。Extinction の実現には若干の開発研
究が必要となるが、実現を阻む原理的な障害は存在

５．PRISM/Phase-1

しないと考えられている。
ソレノイド電磁石は、KEK 低温センターで開発さ

図 3 に PRISM/Phase-1 の平面図を示す。図 1 と比

れたアルミ安定化材の超伝導コイルを使用する。特

べていただけると分かるように、まさに位相空間回

に π− 生成標的を取り囲むソレノイドは生成標的から

転 FFAG リングを外しただけのレイアウトである。 の粒子束による熱負荷に晒される。コイルへの熱流
MECO 実験のレイアウトと比較すると、検出器を
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入はコイルの質量に比例するので、軽量なアルミ安
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定化材の超伝導コイルはうってつけの材料である。

７．おわりに

検出器は、PRISM の為に開発している PRIME ス
ペクトロメータを利用する。PRISM では、μ- ビー
ムは低いデューティー比でパルス化されているため
−

8

10-18 という精度での μ− + N → e− + N 転換の研究は、
μ→eγ や μ→eee ではほとんど実現不可能な非常に高

瞬間的な計数率が 10 を超える。ほとんどの μ は

い精度である。現段階で一気にこの精度を目指すよ

原子軌道上で崩壊して 52 MeV 以下の低エネルギー

りも、まず 10

電子を放出し、ごくわずかに 100 MeV まで伸びた

-16
実現するべきである。10 とはいえ現在の実験リミッ

スペクトルを持つ。低エネルギー電子を選択的に取

ト [12] を４桁も改善しているのである。稀崩壊実験

−

8

-16

-18

の実験から開始して段階的に 10 を

り除く事が出来れば、10 を超える μ が一度に入射

の常識に照らしても、4 桁の改善を達成するまでに

しても耐えることが出来る実験装置となる。PRIME

は幾つもの問題を解決してゆく必要があるだろう。

はカーブしたソレノイドによる運動量選択を活用し

μ− + N → e− + N 転換探索実験の早期実現とその段

た大アクセプタンススペクトロメータで、80 MeV

階的発展の為に、是非皆様のご理解とご協力を賜り

-7

以下の運動量の電子を 10 に抑制する。また、100

たく、心よりお願い申し上げます。

MeV の電子に対するアクセプタンスは 30-40% ある。
Phase-1 でもこの PRIME 検出器を使用する事により、 参考文献
大変静かな検出器を実現することが可能となる。検
出器への計数率は 1 kHz 未満になると予想してい
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もし 10 で信号が見つかった場合、次に行うべ
き研究は c-LFV を生じている機構の詳細な解明で
ある。そのためには、c-LFV の相互作用のタイプを
−

−

突き止める事が大切である。μ + N → e + N 転換で
は、ミューオン静止標的の原子番号を変える事によ
り、相互作用のタイプを研究する事が可能である
[11]。重い原子になるほど相互作用の違いによる分

Group on Hadronic Physics", Nashville, 2006
[10] L. Calibbi, A. Faccia, A. Masiero and S.K. Vempati,
Phys. Rev. D 74 (2006) 116002
[11] R. Kitano, M. Koike and Y. Odaka, Phys. Rev. D 66
(2002) 096002
[12] The SINDRUM II Collaboration, Eur. Phys. J. C 47
(2006) 337-346

岐比の変化が大きくなるため、重い原子で実験を行
う事が大切である。ところが、重い原子ほど原子軌

非会員著者の略歴

−

道上の μ の寿命が短くなるため、パルスビームの
手法でビーム π− バックグランドを除去する手法は
難しくなる。その点、PRISM ならばビーム π− が存
在しないので、
重い原子での研究も比較的楽である。
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Muonic Atom Spectroscopy
of Unstable Nuclei
KEK 物質構造科学研究所

Patrick Strasser
1. Introduction
The determination of nuclear properties and nuclear
sizes using the tool of muonic atom spectroscopy has
already a long history [1–3]. It has been successfully
used since many years to study stable nuclei, and has
played an important role in establishing and refining
nuclear structure models. New intense muon beams,
with fluxes several orders of magnitude higher than
at present muon facilities, would allow many novel
experimental studies that were statistically not feasible
until now. The investigation of the nuclear properties
of short-lived nuclei using muonic atom spectroscopy
would become possible. This would be a unique tool to
increase our knowledge of the nuclear structure far from
stability, in particular, the nuclear charge distribution
and the deformation properties of nuclei. Muonic X-rays
measurements can yield very precise and absolute values
for the charge radii and other ground state properties.
It would usefully complement the knowledge obtained
from electron scattering and laser spectroscopy, since in
the past calibration data were used from muonic atom
measurements with stable nuclei.
Matter radii of unstable nuclei are being deduced from
measured interaction cross sections. Therefore, nuclear
charge radii are crucial to finally get information on the
proton and neutron distributions in the nuclei. X-ray
transition energies in muonic atoms are strongly affected
by the size of nuclei, and can be used efficiently to
determine the nuclear charge distribution. In general, with
the muonic X-ray method, the root mean square (rms)
radius for nuclei with Z <
~ 60 can be measured, while for
heavier nuclei, both radius and surface thickness can be
determined [1]. Before comparing theoretical muonic
transition energies for a given charge density with
experiments, some well-defined theoretical corrections
must be applied, namely the quantum electrodynamic
corrections like vacuum polarization and Lamb shift,
the nuclear polarization corrections, and the electron
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screening corrections [2,4]. The overall accuracy is
presently limited by the nuclear polarization calculations
having the largest uncertainty of all corrections, and
being large compared to the present experimental
accuracy achieved with high-resolution semiconductor
detectors. The determination of these nuclear polarization
effects is still a challenge to both theoreticians and
experimentalists [4]. The absolute value of the rms radius
is generally smaller when measured with muonic atoms
as compared to electron scattering (stable isotopes). Also,
muonic isotope shift can be measured with accuracies
slightly higher than those achieved for absolute muonic
transition energies, because of relatively smaller
uncertainties in the nuclear polarization corrections.
In addition to the nuclear charge distribution,
measurements of the quadrupole hyperfine splittings
of muonic X-rays can also yield precise and reliable
absolute values of nuclear quadrupole moments, which
are sensitive to the deviation of the shape of a nuclear
charge distribution from spherical symmetry. Recently,
muon capture on short-lived neutron-rich nuclei has also
been proposed as a tool to study highly excited states
in the daughter nucleus, with the additional attractive
feature that the resulting system is one step further away
from the line of stability.
We proposed the cold hydrogen film method [5,6] to
extend muonic atom spectroscopy to the use of nuclear
beams including, in the future, radioactive isotope
(RI) beams, and to produce radioactive muonic atoms.
This method would allow studies of unstable nuclei by
means of the muonic X-ray method at facilities where
both intense negative muon and RI beams would be
available. This project has been strongly motivated by
the advances of the recent RI beam projects that are
in operation, or planned, at facilities where negative
muon beams are also available, e.g., the ISAC project at
TRIUMF, and the E-arena in the J-PARC project (later
phase). Furthermore, the new neutrino factory concept
to produce unprecedented high flux of muons could
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benefit many muon related research topics, including
this study. The same proton driver beam could also be
used simultaneously for second-generation RI beam
facilities. This would be a unique opportunity to combine
massive amounts of muons with very intense RI beams.
Strong efforts were reported towards possible formation
and investigation of radioactive muonic atoms and even
possibly radioactive antiprotonic atoms [7], which could
be produced similarly and promise measurements of
the neutron distribution in nuclei. Several experimental
approaches other than the cold hydrogen film method
have been envisaged to combine muons and antiprotons
with radioactive nuclei, including a beam merging
scenario and a cyclotron trap.

2. Muonic Atom Formation with Unstable Nuclei
The basic concept of the cold (solid) hydrogen film
method is to stop both a negative muon (μ −) beam
and a radioactive ion (Z +) beam simultaneously in a
solid hydrogen (H 2/D 2) film, followed by the direct
muon transfer reaction to higher Z nuclei to form μZ
radioactive muonic atoms. Figure 1 shows the proposed
scheme of muonic atom formation with implanted ions
in a solid deuterium film. It is well known that when
hydrogen (H2) or deuterium (D2) is enriched in elements
with atomic number Z > 1, the transfer of a muon from
hydrogen to nuclei of heavy elements will inexorably
take place [8], i.e., Hμ + Z → μZ + H, with H ≡ p, d.
This direct transfer reaction is irreversible, since the
increase in binding energy greatly exceeds any attainable
target temperature. It proceeds mainly to highly excited
levels of the muonic atom μZ, being accompanied by
emission of characteristic X-rays and Auger electrons in
the deexcitation of the μZ muonic atom. The transfer rate
of this process in liquid-hydrogen is very fast (except for
transitions to helium) and, as a rule, can be expressed
as λZ ≈ ZCZ × 1010 s-1 [8], where Z is the atomic number
and CZ is the concentration of higher Z nuclei (i.e., CZ =
NZ/NX, with X ≡ H, D). It should be noted that the idea,
which makes use of the transfer mechanism, is not new.
It was already used 30 years ago to measure transfer
rates and rms radii of rare isotopes with high-pressure
hydrogen gas target. Pure D 2 is preferred to pure H 2
considering the competing muonic molecule formation,
because the muon is mostly released after ddμ formation

「めそん」No.25, 2007 年

春

while the muon is kept trapped in the ppμ molecule. The
total transfer yield to implanted ions in a D2 layer can be
approximated by neglecting the muon sticking after ddμ
fusion and other losses as YZ = YμφλZ/(λ0+φλZ), where
λ0 is the muon decay rate, φ is the number density of
the D2 layer (normalized to the liquid-hydrogen density
N0 = 4.25 × 1022 cm3), and Yμ is the μ− stopping yield in
the target. As an example, let us consider a target of 1
cm2 with an incident μ− beam intensity at 30 MeV/c of
108 μ− s-1, which could be achieved at a new generation
muon facility and under a superconducting Helmholtz
coil confinement field, and NZ = 1012 implanted Sn ions
(Z=50). With a 1-mm pure D2 layer (Yμ ≅ 0.6), we could
expect ~ 15000 muonic tin (μSn) atoms to be formed
per second, and ~ 200 μSn(2p→1s) transition photons
(3.4 MeV) to be detected per hour, assuming a detection
efficiency of 0.005, a detector solid angle of 0.001 and a
branching ratio of 0.7.

µ

Z+

–

dµ
Z+ Ion
Beam

Muon
Beam

D2

µZ

X-Rays

Figure 1. Simplified scheme of muonic atom formation from
implanted ions in a solid deuterium film.

3. Experimental Considerations
There are several advantages in using the cold
hydrogen (H2/D2) film method to generate and investigate
radioactive muonic atoms. The system is a windowless
target in vacuum, with a well-defined interaction region
between μ − and radioactive nuclei to set a compact
detector system around the target. The H2/D2 film can
easily be evaporated and replaced by a fresh one when
the accumulation of the daughter nuclei becomes
critical. RI beam characteristics are not critical in terms
of beam emittance and energy spread, since the beam
will be stopped completely in the target. It should be
noted that the present method might be the only one
capable to study very short-lived isotopes (below a few
milliseconds). Other methods usually require RI beams
to be cooled down. But with this method it is possible
to use a thick D2 layer to stop directly high-energy RI
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beams. For very short-lived nuclei, however, very intense
muon beams will be required.
Conventional μ − beams (decay or cloud μ −) have
generally large sizes, about 4 cm in diameter. The
use of a magnetic confinement field around the target
would constrain incoming μ − within a smaller target
area (~ 1 cm2), thus reducing the number of required
implanted ions in the target and also the background of
e− associated with μ-decay. A pulsed μ− beam would help
to reduce other constant background noise by several
orders of magnitude, mainly from the activity deposited
by the RI beam in the target. When using pulsed μ −
beams and measuring X-rays and γ-rays, it is important
that the counting rate per detector be kept well below one
event per pulse, otherwise the detector will be “blind”
to delayed events. A large detector array with small
individual solid angles will be required. In that regard,
we would benefit enormously from a proton driver beam
that would produce μ− beams of the same intensities but
with higher repetition rate such as 1–10 kHz. Each pulse
would contain 2–3 orders of magnitude fewer muons,
making measurements more accessible.

Ion Source
Platform
ION
BEAM

Germanium
Detector

µ-e
Telescope
Counters

X-Y
Steerer

Slit
(F1)

Control
Rack
EQ-1

MUON
BEAM

Cryogenic Target
(Solid Hydrogen)

Slit
(F2)
EQ-2

Ion Beam
Profile Monitor

Si(Li) X-ray
Detector

Magnetic
Bend

Electronics
Rack
Ion Beam
Electrostatic Profile Monitor
Quadrupoles

0

0.5

1.0 m

Figure 2. Layout of the experimental setup for muonic atom
spectroscopy with implanted ions in solid hydrogen films
installed at the port 4 of the RIKEN-RAL muon facility.

4. Test Experiment

5. Recent Experimental Progress

An experimental program to implant stable ions in solid
hydrogen (H2/D2) film has been initiated at the RIKENRAL muon facility to establish experimentally the
feasibility of this method. The layout of the experimental
setup “μA*” [9] is shown schematically in Fig. 2. In
brief, it comprises mainly two parts: (1) a cryogenic
target system to cool a silver target foil (cold foil) down
to 3K onto which a thin target layer of solid hydrogen is
formed by freezing hydrogen gas using a diffuser, and (2)
an ion source with an analyzing magnet to accelerate (up
to 33 kV/q), select and implant stable ions into this solid
hydrogen film. Three beam profile monitors are used
to determine the ion beam profile and current. The key
feature of the cryogenic target system is the liquid helium
reservoir being at atmospheric pressure, so that it can be
refilled without any disturbances to the good operation of
the system. This allows a solid hydrogen target to be kept
indefinitely as long as the LHe reservoir is refilled on a
regular basis (typically once a day). All the components
of this setup were mounted on a platform 700 mm high for
quick installation and removal from the experimental area.

Measurements were performed to investigate the muon
transfer reaction and the diffusion process of dμ atoms
in pure solid D2 films with argon ions implanted nonuniformly. Since the range of 33-keV Ar ions in solid D2
is only about 0.25 μm, with a range straggling of 0.1 μm,
it is very difficult to perform an uniform implantation
in a thick D2 layer. Consequently, each Ar implantation
was separated from the next by depositing a fixed
amount of D2 to make a total D2 layer thickness of 1 mm.
Every implantation region was identical, with a local
concentration of nearly 1000 ppm, while the distance
between each implantation was changed for each target.
Figure 3 shows the total energy spectra measured by the
Ge detector with 1-mm pure D2 and (a) 20 implantations
separated 50 μm apart, (b) 10 implantations separated
100 μm apart, and (c) 5 implantations separated 200
μm apart, corresponding to an average Ar concentration
throughout the D2 layer of about 2, 1, and 0.5 ppm. Even
with an inhomogeneous target and only 5 implantations
spaced 200 μm apart, or 0.5 ppm in total concentration,
very strong muon transfer μ 40Ar(2p→1s) X-rays at
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large quantities. This experiment was performed with
natural strontium oxide in the ion source, and only about
7 × 1016 ions of 88Sr and 5 × 1016 ions of 86Sr in the target,
respectively. These test experiments were performed
with a rather large amount of implanted ions, because
of the relatively low μ− beam intensity at 27 MeV/c.
Future intense muon beams with higher muon flux would
require fewer implanted muons. Further measurements
are planned with other alkaline-earth metals and rare
earth elements, and possibly long-lived radioactive
isotopes in a near future.
100

µSr(2p →1s
3/2

1/2

)

80

Counts / 0.5 keV

644 keV can still be detected. Because of the strong
reduction of the Bragg cross-section at low dμ collision
energy in solid D2 [10], the dμ atom mean-free-path is
strongly increased to nearly 10–20 μm below ~ 1 meV,
resulting in a high dμ atom mobility and a very long
diffusion length (similar effects are predicted with pμ in
solid H2 and tμ in solid T2). With 1 ppm, the amount of
argon ions implanted was 6 × 1016 in ~ 4-cm diameter
and 1-mm thick D2 film, or 6 × 1015/cm2. At ppm level
Ar concentration, most of the muon transfer occurs
delayed, and the S/N ratio can be greatly improved by
selecting only delayed events as shown in Fig. 3d, e and
f, demonstrating the advantage of using a pulsed muon
beam. We can conclude that a uniform implantation is
not critical to observe muon transfer reaction. A diffusion
length of dμ atoms in solid D2 of nearly 20 μm could
be extracted by fitting the different X-ray yields as a
function of the implantation distance, which is consistent
with the predicted value based on calculated crosssections [10]. This solid-state effect limits the minimum
layer thickness due to the large dμ loss in a very thin
film. Further measurements are summarized in ref. [6].
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Figure 3. Energy spectra with 1-mm pure D2 and about 2, 1 and 0.5
ppm of 40Ar ions implanted non-uniformly. Total energy
spectra (top) and delayed events (bottom) from 250 ns to
32 μs after the second muon pulse.

Last year, a new surface ionization type ion source was
constructed and installed at port 4 on the existing μA*
apparatus. This type of ion source is capable of producing
ions from alkali and alkaline-earth metals with high
efficiency. The first transfer experiment was performed
by measuring two different targets with isotopically
separated 88Sr and 86Sr ions (see fig. 4). The measured
isotope shift is consistent with a previous experiment
performed using enriched strontium isotopes in very

「めそん」No.25, 2007 年

春

[1] J. Hüfner, F. Scheck and C.S. Wu, in Muon Physics,
edited by V.W. Hughes and C.S. Wu, Vol. 1
(Academic Press, New York, 1975) pp. 201-307.
[2] R. Engfer et al., At. Data and Nucl. Data Tables 14,
509 (1974).
[3] L. Schaller, Z. Phys. C 56 (1992) S48.
[4] E. Borie et al., Rev. Mod. Phys. 54 (1982) 67.
[5] P. Strasser et al., Hyp. Int. 119 (1999) 317.
[6] P. Strasser et al., AIP Conf. Proc. 793 (2005) 242.
[7] K. P. Jungmann, Hyp. Int. 138 (2001) 463.
[8] S.S. Gershtein and L.I. Ponomarev in Muon
Physics, edited by V.W. Hughes and C.S. Wu, Vol.
3 (Academic Press, New York, 1975), pp. 151,
163-165, 190-194.
[9] P. Strasser et al., Nucl. Instr. and Meth. A 460 (2001)
451.
[10] A. Adamczak, Hyp. Int. 119 (1999) 23.

27

特集「ミュオンを用いた素粒子原子核物理」

レーザーを用いたミュオニウム
の 1S−2S 精密分光
理化学研究所

仁科加速器研究センター

Pavel Bakule（訳 松田恭幸）
オニウムはポジトロニウムに比べて、対消滅や大き

1．はじめに

な反跳効果を考慮に入れなくても良いので、より適
物理における様々な精密測定実験の中でも、最近

した系と言える。ミュオニウムの準位構造を考え

行われた水素原子の 1S−2S 遷移の精密分光実験 [1]

るにあたって、水素原子とミュオニウムの換算質

は、もっとも精密なものの一つである。1S−2S 準位

量を比較すると、わずかに 0.4 % しか差がない（水

間の遷移はこうした精密測定に適している。という

素の場合は mR=0.99945me、ミュオニウムの場合は

のは、2S 準位は準安定であり、水素原子において

mR=0.9952me）ことがわかる。すなわち、ミュオニ

はこの準位の自然幅はたった 1 Hz しかないからで

ウムの準位構造は水素原子のものと非常によく似て

ある。2 光子吸収を用いてドップラー効果をキャン

いるものになり、ミュオニウムのエネルギーレベル

セルしたレーザー分光を用いたこの実験によって、 についての理論的な計算も実験的なアプローチも、
水素原子の 1S(F=1) と 2S(F=1) の準位間隔は 2 466

水素原子の分光実験と似たものになる。

061 102 474 880Hz と測定され、その誤差は 34 Hz

ミュオニウムの精密分光は優れた QED の検証実

(100 兆分の 1.4) という驚くべき精度に至っている。

験となるが、一方で、標準理論における他の実験結

過去 150 年間にわたって水素原子の分光実験は、 果や計算との一貫性をチェックするというさらに重
新しい実験結果が新しい理論の進展を促すというよ

要な側面もある。QED の計算を行うにあたっては

うに、物理理論の進展と手に手をとるように進んで

物理の基本定数値が必要になるため、ミュオニウム

2

2

きた。その好例は 2 S1/2 準位と 2 P1/2 準位との間の

の精密分光によって、これらの基本定数を精密に測

エネルギー差（ディラックの電子論によれば縮退し

定することになるのだ。ミュオニウムの 1S−2S 遷

ていなくてはならない）の発見 [2] である。この発

移についての最新の計算 [3] は 1.5 MHz の精度で行

見は量子電磁力学 (QED) の進展へと導いた。現在、 われているが、ミュオンの質量の測定精度がその誤
束縛系における QED 計算を行うことによって、水

差に最も大きな寄与をしている。すなわち、この精

素原子の 1S−2S 準位間隔を非常に正確に計算する

度を超えたミュオニウムの 1S−2S 遷移の精密分光

ことができる。しかし、これら原子や分子の準位エ

はミュオンの質量の精密測定とも言える。現在の計

ネルギーについての QED 計算の精度は、原子核の

算誤差 1.5 MHz を超えて、実験上到達し得る精度

荷電半径の大きさや内部構造についての知識の欠如

の限界は 1S−2S 遷移の自然幅によって決まる。こ

によって制限されてしまう。すなわち、水素原子や

の幅はミュオンの寿命（2.2 μsec）によって決まり

その他の原子の分光実験は QED のクリーンな検証

144 KHz である。

実験とはならない。逆に、QED の正しさを仮定し

ミュオンの質量 (mμ) は、ミュオンの磁気モーメ

た上で（QED が成り立っていないと考える理由は

ント (μμ)、磁気能率 (gμ) と以下の式によって関係付

現在のところ何もない）
、水素原子の 1S−2S 分光は

けられる。

陽子そのものの荷電半径を測定していると考えるこ
とができる。
一方、（内部構造を持たない）レプトンのみから
なる束縛状態であるミュオニウムやポジトロニウム

μμ =

gμ

e ( h me )

(

2 2 m μ me

)

ここで e は電荷素量、me は電子の質量である。

の分光実験は、こうした不確定性を避けることがで

1S−2S 準位間隔の精密測定によってミュオン質量の

き、QED のクリーンな検証実験を提供しうる。ミュ

精度が上がれば、他の物理量の理論計算値の精度を
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向上させることにつながる。例えば、ミュオニウム

ニウムの分光実験には大強度のパルスレーザーを用

の 1S 準位における超微細構造の精密測定 [4] にお

いる必要があるが、パルスレーザーはその過渡的な

いては 12 ppb の精度で測定が行われたのに対して、 特性上、高い周波数の安定性を保つことが難しく、
理論計算の誤差は 120 ppb [5] となっている。また、 ppb レベルの精密分光には必ずしも適していない。
1S−2S 準位間隔の精密測定は、ミュオンの持つ電荷

これを克服することが高精度のミュオニウム分光実

と電子の持つ電荷が等しいかどうか、という charge

験の大きな課題となる。

equality を検証している、ということもできる。

なお、すでに述べたようにミュオンの寿命が 1S−
2S 遷移の自然幅を決定しており、それより精度の
高い分光は原理的に行うことができない。とはいえ、

２．実験

現在利用できる加速器施設において、このことが問
題になるほどのミュオニウムの数を得ることは困難

KEK 中間子実験施設で Chu らが行った先駆的な

であり、直接的にこの自然幅の太さが問題になるこ

試み [6] は、低いカウント数（〜 10 カウント程度） とはない。
にも関わらず、100 ppb 程度の誤差でミュオニウム
の 1S−2S 準位間隔を測定することに成功した。こ

ミュオニウムは 27 MeV のミュオンビームを室温

れを受けて、ハイデルベルグ大学、オックスフォー

の SiO2 の粉末中に止めることによって生成される。

ド大学、サセックス大学、エール大学、ノボシビル

粉末中に止まったミュオンのうち数 % は真空中に

スクレーザー物理研究所、ラザフォードアップルト

ミュオニウムとして放出され、入射ビームとほぼ同

ン研究所は共同で、より強いパルスミュオンビーム

じ大きさ（直径数 cm 程度）のミュオニウム原子の

を得ることができるラザフォードアップルトン研

“ 雲 ” を作り、熱平衡速度（およそ 7 mm/μsec）で

究所の ISIS ミュオン施設を用いて実験を行い、1S

周囲に広がっていく。この運動からくるドップラー

−2S 準位間隔を 4 ppb の精度で測定することに成功

効果による 1S−2S 遷移の広がりは 90 GHz 程度と非

した。以下にこの実験のセットアップについて詳細

常に大きいが、互いに反対側に運動している 2 つの

に説明し、将来さらに精度を上げた実験を行うため

光子が同時に吸収されるという 2 光子吸収だけを観

にはどのような点を向上していくべきかを考えるこ

測することによって 1 次のオーダーとしては除去す

ととしたい。

ることができる。これを実現するために、ミュオニ

最初に、水素原子の 1S−2S 分光実験とミュオニ

ウムの “ 雲 ” はちょうど 1S−2S 遷移のエネルギー差

ウムの 1S−2S 分光実験の間の大きなアプローチの

の半分にあたる 244 nm の波長を持った互いに反対

違いについて述べたい。水素原子は安定な原子であ

方向に伝播するレーザービームと重ねあわされる。

り、その分光を行うにあたっては大量の原子を集め

ちなみに、このレーザービームとミュオニウムの

て実験することができる。それに対してミュオニウ

“ 雲 ” の重なった中にあるミュオニウムの数は実に 1

ムは比較的短い寿命で崩壊する不安定な原子であ

個程度しかない。

-6

る。水素原子の分光実験は通常 10 hPa 程度の圧力
12

3

2S 準位に励起されたミュオニウムは、さらに別

のガス（10 atoms/cm ）を用いて行われる。水素原

の 244 nm 光によってイオン化され、効率よく検出

子が安定であることと、分光対象となる原子の密度

される。このイオン化効率は 10% 以上となる。ミュ

が高いために、分光には出力が比較的低い CW レー

オニウムのイオン化によって生成された低速ミュオ

ザーを用いることができ、高い周波数精度を得るこ

ンを検出するために、低速ミュオンはパルス電場に

とができる。それに加えて、水素原子は比較的容易

よって加速され、質量分析と運動エネルギー分析を

に数 K にまで冷却することができ、原子の運動に

経て MCP 検出器へ導かれる。この飛行時間によっ

よる影響を抑えることができる。一方で、ミュオニ

てその粒子がミュオンであることを確認し、さらに

ウムを室温以下の温度で効率よく真空中に生成する

MCP の周りを囲んだプラスチックシンチレータが

ことは困難であり、現時点で最も強いミュオンビー

到達したミュオンからの崩壊陽電子を検出すること

ムを用いても、生成されるミュオニウムの密度は

を条件に加えることで、さらにバックグラウンドを

3

10 atoms/cm 程度に過ぎない。このために、ミュオ
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過去の実験においては、検出されたミュオニウム

光との干渉によるビート信号を測定することによっ

の数の少なさもさることながら、用いられたレー

てリアルタイムでモニターしている。
これによって、

ザーの周波数の校正による系統誤差が精度向上を制

それぞれのレーザーパルスの中心周波数は 0.2 MHz

限してきた。過去に用いられた液体色素レーザーか

程度の精度−これは主に校正に用いるヨウ素分子の

らの 244 nm 光パルスには、それぞれのパルス内に

吸収線の位置の精度で決まっている−で測定されて

80 MHz 程度の大きさの周波数変動（チャーピング） いる。
が存在し、その大きさや変化のパターンを予測が難

さらに、先に述べたとおり、パルス一つ一つの内

しい。そこでレーザーシステムとして、全固体レー

部においても、その周波数は時間的に変動している

ザーを採用した。この全固体レーザーのチャーピン （チャーピング）
。これはレーザー媒質からレーザー
グには再現性があり、その影響をパルス毎に補正す

光が放出されるにつれて、電子が占める準位の分布

ることによって、高精度の分光実験が実現した。セッ

が変化し、媒質の屈折率が変化するためである。そ

トアップの概要図を図 1 に示し、レーザーについて

こで、共振器内部に高速の電気光変調器 (EOM) を

の具体的な説明を下に述べる。

設置し、媒質の屈折率の変化を打ち消すようにその
屈折率を変化させることによって、共振器の光学的
な長さを安定化し、チャーピングを補正することが

Ar+ laser
Ti:Sapphire
cw laser

732 nm

Heterodyne
signal

AOM controled
frequency
offset

DAQ

できる [8]。このとき EOM に与えなくてはならな
い電気信号の形は、それぞれのレーザーパルスの

Frequency lock
electronics

ビーム強度を時間的に積分していったときの関数形
Alexandrite
pulsed laser

lodine
FM saturation
spectroscopy

resonator stabilisation
and EOM control
electronics

Wave-meter and
Interferometers

732 nm

THG

Laser pulse
244 nm diagnostics

Vacuum aparatus

によって与えられる。というのは、その積分こそが
その時間までに失われたレーザー媒質内の反転分布

Muonium

の量に他ならないからである。実際の実験では、こ
μ+
MCP

うした高速の高圧電源は入手不能であったため、補
正信号は立ち上がりのスロープを独立に制御できる
2 つの直線的な関数の重ね合わせによって近似され

図1

ミュオニウム分光実験の概要

た。この補正によって、およそ 100 MHz 程度あっ
たチャーピングによる周波数変動を 6.5 MHz 程度

2 光子吸収によって 1S−2S 遷移を起こす 244 nm
のレーザー光はアレキサンドリアレーザーからの

にまで劇的に減少させることができた。
レーザーシステムの重要なパラメータである、

732 nm 光の第三次高調波として得られる。アレキ

シーディング周波数、ビート信号、パルス強度とそ

サンドリア結晶は比較的低い増幅率と高い飽和強度

のパルス内の変動、ビームプロファイルなどは、そ

を持ち、このために長いパルス幅（120 nsec）と高

れぞれのパルス毎にリアルタイムで記録された。こ

いエネルギー（40 mJ/pulse）を得ることができる。 れらのデータを用いて、観測されたミュオニウムの
この波長域の光を得るためには一般に Nd:YAG レー イオン化信号とパルス毎にレーザーのパラメータか
ザー励起チタンサファイアレーザーをよく用いる

ら計算されるイオン化確率を直接比較することがで

が、そのパルス幅は 10 nsec 程度と短く、バンド幅

きる。すなわち、ミュオニウムの 1S−2S 準位間隔

の広がりが大きくなってしまう（パルス幅のフーリ

を唯一のパラメータとして、ミュオニウムのイオン

エ変換で決まる）ために精密分光には適さない。

化確率の関数をひとつひとつのレーザーパルス毎に

アレキサンドリアレーザーの発振周波数を一定に

計算し、これらを全て重ね合わせることによって、

保つために、ヨウ素分子の吸収線を用いて校正され

縦軸がミュオニウムのイオン化確率、横軸がアレキ

た CW モードのチタンサファイアレーザー [7] から

サンドリアレーザーの周波数になっているイオン化

の光を共振器へとシーディングした。さらに、アレ

確率関数を 1S−2S の準位間隔ごとに求めることが

キサンドリアレーザーからのレーザー光のパルス一

できる。
これらの関数を実際の実験データと比較し、

つ一つについて、その周波数とチャーピングによる

maximum likelihood 法を用いて最終的な 1S−2S の準

変動を、チタンサファイアレーザーからのレーザー

位間隔を求めるのである。詳しくは 文献 [9] や [10]
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ビームを用いることでミュオニウム原子の密度が高

を参照して欲しい。

くなれば、究極的には、水素原子の分光実験と同様
最終的に、ミュオニウムの 1S−2S 準位間隔とし

に、安定な CW レーザーを用いてミュオニウムの

て 2 455 528 941.0(9.8) MHz という値が得られた。 精密分光実験が可能になると考えられる。
これは QED による計算値 2 455 528 935(1.4) MHz と
よく一致している。この値からミュオンのと電子の

この記事を親切にも日本語に翻訳してくれた松田

mμ+/me− = 206.76838(17) と求められる。また、 恭幸氏に感謝する。
質量比は、
この実験結果をミュオンと電子の電荷比の測定とみ
-9

なすこともできる。この値は qμ+/qe− = −1.1(2.1) × 10

となり、レプトン世代間の電荷の等価性を確かめる
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プラーシフトによる広がりは、反対方向に重なり合
わせられているレーザー光の間の角度の小さな変化
によるものだが、これはビームの光路をアクティブ
に制御することで、大きく減少させることができる。
将来の実験においては、数年前に実用化されたフェ
ムト秒レーザーからの光コム [11] をヨウ素を用い
た周波数標準の代わりに用いることで、現在 244
nm 光の周波数を測定するために用いているチタン
サファイアレーザーの周波数の決定精度をさらに向

非会員著者の略歴
Pavel Bakule ( パベル

1998 年 ：オックスフォード大学博士号取得
オックスフォード大学ポスドク研究員を経て

上させることもできるだろう（現在、この校正から
の系統誤差は 0.8 MHz 程度と見積もられている）。
1S−2S 遷移の自然幅（144 kHz）と同程度の精度

バクール）

2002 年より理化学研究所協力研究員
e-mail

：p.bakule@rl.ac.uk

専門

：原子物理

を持った精密分光実験すら、全く新しい世代のミュ
オン源、例えばニュートリノファクトリーのフロン
トエンド加速器、においては可能となるかも知れな
い。こうした加速器では現在のミュオンビームと比
較して 6 桁近くも強いミュオンビームを用いること
ができる可能性がある [12] [KUNO2000]。こうした
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滞在記

「PSI 滞在記」

徳島大学大学院
ソシオテクノサイエンス研究部

川崎

祐

文部科学省より研究拠点形成費等補助金（海外先

らすると、言葉の通じない人間との同居をよく彼が

進研究実践支援）を受け、2006 年 6 月から 2007 年

受け入れたものだと思う事もあるが、スイスでは住

1 月末までの予定で、PSI に滞在している。以前で

民の 20 % が外国人であるというから、彼らは外国

いうところの文部省の在外研究である。この原稿の

人との付き合いに慣れているようである。まして

執筆時点で帰国を 1 週間前に控えている状況である

や、ここ Wuerenlingen は PSI を抱える国際村であり、

が、いい機会に恵まれたこともあり、現地の雰囲気

さらに特別なのかもしれない。このように、地のス

に浸っているうちに、滞在の印象を報告したい。

イス人の生活を垣間見る事ができ、非常に貴重な

著者は主に重い電子系化合物の磁性や超伝導を

体験ができたと感謝している。もっとも、Gigathlon

NMR により研究している。数年前より μSR にも携

が趣味だというスポーツマンの彼にとっても日本か

わる機会に恵まれていたが、さらに μSR の経験を

ら来た異邦人のやることなすこと、全てが新鮮だっ

積みたいと考えていた。そこで、PSI が滞在先の有

たようである。

力な候補となり、これまでの NMR や重い電子系での

ところで肝心の PSI での研究であるが、擬一次元

研究での縁を辿った結果、PSI の中性子散乱グループ

系のコバルト酸化物磁性体における磁場誘起の秩序

に所属する Gavilano 氏にお世話になることになった。

無秩序転移を、中性子散乱及び μSR により調べて

PSI のゲストハウスで始めた生活であったが、ト

いる。磁気構造の決定、そして一次元的相関を示す

ラブルで遅れていた中性子ビームが稼働し始めると

直接の証拠が観測されており、中性子散乱の醍醐味

共に、ゲストハウスの稼働率も上昇、部屋が確保で

かもしれない。μSR からも興味深い結果が得られて

きなくなり、1 ヶ月程で追い出されることになった。 いる。さらに、極低温での交流帯磁率の測定装置開
そこで、PSI 内の掲示板に貼られていた物件を幾つ

発のプロジェクトにも携わり、帰国直前のぎりぎり

か当たり、Wuerenlingen で一人暮らしをしている地

でようやく満足な結果が得られた。著者が元来行っ

元スイス人の家の一室を間借りする事にした。キッ

ている NMR と併せると、非常に広い周波数範囲で

チンその他全て自由に使っていいとのことで、非常

の測定の経験を積めた事になり、今回のこの経験は

に恵まれた条件である。Wuerenlingen は PSI ost 側

中々得がたく、貴重なものとなるはずである。

から林を抜けた所にある人口 4000 人程の村である

さて、後は μSR ユーザーズミーティング（審査

が、PSI へは自転車で 10 分、地域の中心都市 Baden

会）を覗いて、帰国準備をするばかりである。2006

へも電車で 2 駅とアクセスがよく、生活する上で非

年は日本からの μSR 実験のプロポーザルは 4 件の

常に便利な立地であった。特に近所にある大型スー

みであり、著者の滞在中に PSI-LMU にやって来た

パーは、自炊派の著者には大変重宝した。

日本からのユーザーは数える程であった。しかし、

地元生まれの同居人は英語が分からず、著者はス

2007 年のプロポーザルは 20% 以上が日本からのも

イスドイツ語が分からずという状況であり、多くの

のとなり、激増したそうであるので、来年は PSI を

人にどうやって暮らしているのだと今でもよく聞か

訪れる方も多くおられると思う。その頃には、現在

れる。しかし、彼の寛容な性格や近隣住民・彼のガー

行っているゲストハウスの改築も完了するとの事な

ルフレンドのサポートもあり、身振り手振りと単語

ので、PSI-LMU スタッフの親身なサポートはもと

を並べるだけのコミュニケーションで、何のトラブ

より、ますます快適な μSR 実験が行えるようになっ

ルも無くハッピーに過ごせている。日本人の感覚か

ているはずである。
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で初めて導入されて好評を博した分子磁性に関する
実験のデモンストレーションのビデオ上映が今回も
おこなわれ、やはり多くの人が関心を示していた。

ICMM2006 国際会議

この企画は、本国際会議の「tradition」として今後
も続いていくようである。
今回は、筆者自身が、昨年 μSR 実験をおこなっ
III
II
た Mn 2-Ni 型単一次元鎖磁石のスピンダイナミク

スについて報告したという理由もあり、単分子磁石・

お茶の水女子大学 学術・情報機構

単一次元鎖磁石の磁気的性質に関する講演や、カイ

河村（大平）聖子

ラル磁性に関する講演を、興味深く聴くことができ
た。特に、筆者が μSR 測定をおこなった物質に対
して NMR でその緩和機構の研究をされている岸根

日時：2006 年 8 月 13 日〜 17 日

先生（九工大）に、NMR から見たスピンダイナミ

場所：ヴィクトリア（カナダ）

クスについてお話を聴くこともできたのは、有意義
だったと思う。

昨年の 8 月、カナダのブリティッシュ・コロン

μSR に 関 す る 報 告 は、 筆 者 が 初 め て 参 加 し た

ビア州ヴィクトリアにおいて、分子磁性に関する

2000 年では（たまたまかも知れないが）3 件だけだっ

th

国際会議 10 International Conference on Molecule-based

たのが、今回はかなり件数が多くなっていた。招待

Magnets (ICMM2006) が開催された。めそんの読者

講演を含めた口頭発表では、例えば S. J. Blundell さ

には、カナダのバンクーバーにある TRIUMF 研究

ん（Oxford 大）が、これまでおこなった分子磁性体

所で実験をされた方も少なくないだろう。ヴィクト

の μSR 研究の結果を幅広くかつわかりやすく紹介

リアは、バンクーバーに近く、飛行機やフェリーな

II
III
していたほか、榎本さん（東大）は、Fe Fe の混

どのアクセスもよい。また、シアトルを経由しても

合原子価錯体の μSR 研究について紹介し、Fe ある

便利である。街並みもきれいで、海沿いを散歩する

いは Fe サイトから電子が価数の異なるサイトへ移

だけでも楽しいし、ホエールウォッチングなどもで

動する動的な価数揺動をミュオンでプローブしたと

きてしまう観光地である。

いう興味深い結果を報告されていた。

II

III

この会議については、めそん第 21 号の会議報告

この会議に参加していつも感じるのは、先にも述

の中で丸田さん（北大）が詳しく書いてくださって

べたような光誘起現象や、伝導性と磁性の制御、デ

いるのでやや重複になるが、有機物質に関する研究

バイスなどの応用を見据えた磁性体の開発など、実

のうち、おもにスピン系が取り扱われ、新しい磁性

に多彩な物性を示す物質が、盛んに研究されている

体の設計・開発、実験と理論の両側面からの詳細な

ということである。それは同時に、μSR 測定の可能

物性研究などについて報告がなされる。分子磁性体

性もまだまだ広がっていくように思えて、なんだか

とひとことで言っても、ラジカル磁性体のような純

幸せな（？）気分になって帰国するのである。

有機物質のほかに、最近では金属錯体に関する報告
が多くみられる。単分子磁石や単一次元鎖磁石のス
ピン緩和、スピンクロスオーバー錯体、カイラル磁
性体など、これらは物理の磁性分野からみても非常
に興味深いテーマである。
口頭発表は午前と午後にあり、4 日間にわたって
65 件の講演がおこなわれた。ポスター発表は夕方
のセッションで 3 日間にわたっておこなわれ、全部
で 236 件の発表があった。また、前回の ICMM2004

「めそん」No.25, 2007 年

春

33

会議報告

第一回量子ビーム科学国際
シンポジウム (QuBS2006)

KEK 物質構造科学研究所

門野

良典

「中性子・放射光・μSR および NMR の進展̶磁性
の相補的なプローブとして」

するしかないが、会議のある程度の成功を示唆する
数字としては、例えば 8 月末というあまり芳しくな
い日程（国内大学関係者は院試等で多忙）にも関わ

磁性分野で最大の国際会議 ICM2006 が昨年京都

らず 3 日間の参加者総数が百人を上回り、なかなか

で開催されたが、表記国際シンポジウムはそのサテ

盛況であったことが挙げられよう。会議の内容も、

ライト会議の一つとして企画され、8 月 28 日〜 30

それぞれのプローブが与える情報について、例えば

日の日程で JR 東海駅に程近い会場「テクノ交流館

中性子と放射光の間、あるいは μSR と NMR の間

リコッティ」
（写真）にて開催された。筆者はその

でお互いに競争しあう側面が露になり、それぞれの

組織委員の一人として関わったので、開催者側の視

手の内深くまで突っ込んだ議論が展開される場面も

点も交えて簡単に報告しておきたい。ICM は千人

見られた等、中々興味深いものがあったのではない

を優に超える参加者を抱える大会議であり、これに

かと感じている。惜しむらくは、これら 4 つのプ

合わせたサテライト会議も数多く企画される。今回

ローブの専門家以外の参加者をもう少し集めること

も表記のものを含め、本会議に先立つ日程を中心に

が出来れば、より広い物性研究者に対してそれらプ

合わせて 6 つのサテライト会議と 1 つの若手短期講

ローブの相補性とそこから得られる情報を複眼的に

習会が開かれていた。本会議の後に開催された当サ

組み合わせて対象を眺める事の重要性をアピールす

テライト会議としては、帰り支度を始めた国外から

る機会になったのではないかと思われる。その点、

の ICM への参加者をも引き留めての会議というこ

J-PARC で期待される中性子・ミュオンのシナジー

とで、テーマは磁性を中心にして ICM とある程度

効果も念頭に、今後国内の物理学会等でも同様の企

共通にしながら、切り口としては研究手法に焦点を

画が取り上げられる事を強く期待したい。

当てることで参加者の興味を引き、さらなる議論を
盛り上げようというのが企画した側のもくろみであ
る。そこで、磁性を研究する上でいずれも強力な「飛
び道具」である中性子、放射光、μSR、およびこれ
らと同じく微視的研究手段である NMR という 4 つ
のプローブの専門家を一堂の下に集め、それぞれが
お互いに相補的な情報を与えていることを強く意識
し合いながら研究内容を講演・批評しあうことが出
来るよう、プログラムでも一つの研究テーマ・トピッ
クスに対して異なるプローブの研究報告が同時に発
表されるように考慮された。
さて、実際の会議が上述のようなもくろみを達成
できていたかどうかは参加者各人のご判断にお任せ
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Irvine 校では Frederick Reines 氏 [1918-1998] がニュー
トリノの発見 (1950 年代 ) に関して 1995 年のノー
ベル賞を受けているとの紹介があった。

NuFact06 Workshop

会議構成は朝夕のプレナリーセッションと、その
間に 4 つのワーキンググループにおけるパラレル
セッションとからなる。今回はミュオンワーキング
グループでは発表が 10 件（他にプレナリーでのミュ
オン講演が 2 件）、聴衆が 15 人程度とこぢんまりと

理研

仁科加速器研究センター

石田

勝彦

したものではあったが、全員の顔が良く見えるもの
であった。来年は日本開催ということもあり、参加
者の増加が期待される。以下ミュオンワーキンググ
ループでの発表を中心に報告する。

2006 年 8 月 24 日 か ら 30 日 ま で ロ サ ン ゼ ル ス

まず阪大グループによる PRISM/PRIME（位相変

近 郊 の カ リ フ ォ ル ニ ア 大 学 Irvine 校 で NuFact06

換ミュオンビームを利用した μe 変換実験）計画の

th

Workshop（8 International Workshop on Neutrino

報告があり、FFAG リング用電磁石 1 台が完成した

Factories, Superbeams and Betabeams）が開催された。 こと、RF Cavity が試験中であることなど、進展が
この会議は、ヨーロッパ、米国、日本の 3 極で順に 紹介された。またブルックヘブン研究所（BNL）で
毎年開催され、今回は第 8 回目にあたる。次回は

の MECO（μe conversion）実験が中止になったこと

2007 年に岡山で開催されるとのことである。なお

を受けて、Fermi 研究所（FNAL）に移して行うこ

会議のホームページは

とが検討されているとの話があった。FNAL では

http://nufact06.physics.uci.edu/
となっている。

Tevatron の運転が終了する機会を利用して、さまざ
まな加速・蓄積リングでのビームのやりとりにより、

ニュートリノファクトリーとは、メガワット級の
陽子ビームで大強度のミュオンビームを生んで数十

大強度陽子ビームを取り出すことが可能になり、こ
のための検討会がもたれているそうである。

GeV まで加速した上で蓄積リングに貯蔵し、ミュ

PSI でのミュオン希崩壊実験 MEG がいよいよ始

オンが崩壊する際に発生する指向性の良い大量の

まるとあって、実験の概要および中心となる検出

ニュートリノビームをニュートリノ測定器に打ち

器についての講演があった。MEG はミュオンレプ

込んで、ニュートリノ振動などの諸現象を測定す

トン数を保存しない μ → eγ 崩壊を探るものである。

るものである。大強度のミュオンビームが必須と

52.8 MeV/c の陽電子と γ 線を同時に検出し、バック

なることから、ミュオン科学もニュートリノファ

グラウンドを抑える。このための中心要素である液

クトリー推進の重要な１つの柱となる。ここ数回

体ゼノンによる大型（800 liter）の γ 線検出と、超

は、他のニュートリノ発生手段である Superbeam と

電導電磁石と Drift Chamber およびシンチレーター

Betabeam についても合わせて検討されている。

による電子検出の紹介がなされた。日本とイタリア

開催場所はロサンゼルスから 1 時間ほど南に下っ

のグループが中心となっている。

たところにある Irvine である。ロサンゼルス空港か

永嶺氏がミュオン透過型ラジオグラフィーの有用

ら開催地まで向かう道や大学周辺は片側 6 車線もの

性と、
またそれに用いる 10 MeV 程度のペンシルビー

ハイウェイが縦横に走りアメリカの豊かさを感じさ

ムを得るための RFQ 加速システム設計の進展につ

せるものであった。一方ではどこに行くにも距離が

いて紹介した。石田はミュオン核融合のここ数年の

遠いので車に頼らざるを得ず、歩行者は自分以外皆

進展を ddμ および dtμ 分子生成率の測定を中心とし

無に近く、ある意味変な街であった。夏でありなが

て話した。また英国グループを中心として TRIUMF

ら、日差しは強いにもかかわらず、湿気はなく、う

で行われた MuScat 実験の結果のまとめがあり、多

わさどおりの快適さであった。また会場となった

重散乱によるビーム広がりが GEANT Simulator の

キャンパスからはどこに行くにも遠いので、出席率

計算とかなり良く一致することが示された。Muon

はかなり高かったのではないかと思われる。なお

Cooling において多重散乱の裾野が計算コードより
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広がってしまうのではないかという杞憂であるこ

まず背景として、2007 年度から始まる EU の競

とが示されたのは成果であると思われる。さらに

争的資金の枠組みである Framework Program 7（FP7）

RAL ISIS 加速器のビームを一部利用してミュオン

では、研究遂行への補助だけではなく、新しい研究

を取り出すビームラインを建設し、Muon Ionization

インフラの構築に向けた R&D などが重視されてい

Cooling の原理実証試験を行う MICE についての進

ることが紹介された。また、現時点で検討されてい

展が示された。

るヨーロッパスパレーション中性子源 (ESS) の加速

会議全体に関しては、昨年からの特記すべき進

器デザインは、短パルス中性子源 (SPSS) のパルス

展 と し て ISS(International Scoping Study of a future

幅ですら 1.4 μsec と長く、ミュオンソースとしては

Neutrino Factory and supe-beam facility) の 提 案 書 が

魅力的ではないことが説明された。

報告されたことがある。Neutrino Factory 実現に向

これを受けて、現在運転中の加速器施設の大規模

けた今後の見通しとしては、2010 年くらいまでに

な改造あるいは新設を伴う長期計画として、ISIS の

性能および費用評価を含めて暫定設計書を作成し、 Chris Warsop は現在の ISIS の加速器をベースにした
2012 年ごろに最終概念設計書を作成し、計画決定 様々なアップグレードの可能性について説明した。
を目指すようである。

まず、一番「手軽な」案として、リニアックの改良（特
に入射エネルギーの増強）によって空間電荷効果に
よる悪影響が改善され、ISIS 主リングの電流 ( 現在
200 μA, 2007 年秋からは 300 μA ) を陽子ビームの幅
を広げることなく増強できるだろうことが説明され
た。次に「夢の」計画として、現在の主リングを
ブースターとして使い、数 GeV のシンクロトロン

Workshop on future developments
of European Muon Sources 報告

を新設し、数 MW の中性子・ミュオン源を建設す
るプランについての説明があった。これについては
CCLRC の素粒子実験グループがニュートリノファ
クトリーとの関連で興味を示しており、彼らと共同
で加速器のデザインスタディをしているということ

理研

仁科加速器研究センター

松田

恭幸

であった。この案の中では、加速器ビームのバンチ
を圧縮することによって 5 nsec 程度の時間幅を持っ
たパルス陽子ビームを得ることも検討されており、

日時：2006 年 11 月 2 日〜 3 日

ミュオンユーザーとしては非常に興味深いものであ

場所：Abingdon, イギリス

るが、実現への課題も多い。
これを受けて PSI からも数 MW のサイクロトロン加

東海村に建設が進められている J-PARC には世界

速器を新設する
「夢の」
プランがあることが紹介された。

最高強度のパルスミュオンビーム施設が完成する予

また Leeds 大学の Bob Cywinski は 最近の（特に

定であるが、現時点ではこれ以外の新しいミュオン

日本における）FFAG 加速器の進展について紹介し、

ビーム施設の建設計画は世界に見当たらない。一

イギリス国内のいくつかの大学と CCLRC が共同で

方、これまでミュオン科学研究をリードしてきた

様々な R&D を行っていることを説明した。こうし

TRIUMF，PSI，ISIS，理研 RAL ミュオン施設の加

た加速器は、例えばパルス幅が数 10 nsec、繰り返

速器も運転開始から長い年月を経て成熟期に入り、 し周波数が数 kHz といった陽子ビームを供給でき
それぞれの将来計画を検討する時期に入ってきた。 る可能性があり、理想的なミュオン源となりうる。
そこで、ヨーロッパのミュオンコミュニティが集ま

これらのプランはどれもミュオンコミュニティだ

り将来計画の展望について話しあおうという趣旨で

けで実現できるものではなく、他の研究分野の将来

表記のワークショップが 2006 年 11 月 2 〜 3 日の二

計画の動向とも密接に関係してくる。これまで伝統

日間にわたってイギリスのアビンドンにあるコス

的に協力関係を築いてきた中性子コミュニティだけ

ナーズハウスで開かれた。

ではなく、より広い範囲のコミュニティと手を携え

36

「めそん」No.25, 2007 年

春

会議報告

る努力が必要ではないか、という議論がなされた。
話が前後したが、各施設からはこれから先 5 〜
10 年程度のタイムスパンでの拡充計画についても

て、ミュオン科学研究の面白さと可能性を再認識す
る機会となった。
一方で、こうした積極的な技術開発は、他の研究
分野と比較して、如何にミュオン科学研究の競争

説明があった。
TRIUMF の McMaster Univ. は M9A に「これまで

力を保つかという危機意識の表れでもある。特に

μSR をやったことがない」研究グループのための

ヨーロッパでは、かねてから運転中の ESRF に加え

分光器とサポート体制を整え、新しいユーザーベー

て、2001 年に完成したスイスの SLS、今年からビー

スを開拓していこうという試みを説明した。この分

ムを供用するイギリスの Diamond とフランスの

光器とビームライン改造、専任となる人員について

Soleil、2009 年から供用予定のドイツの PETRAIII

の予算はすでに認可を受けており、現在建設が進め

など、数 GeV 級のいわゆる第 3.5 世代放射光施設

られている。また、M20 に大強度ビームに対応し

が続々とビームの供用を開始しつつあり、XFEL や

たスペクトロメータ（M20C）と、ミュオン・オン・

ERL といった将来計画も盛んに議論されている。

リクエスト（MORE）による低バックグラウンドの

こうした環境の下でミュオン科学研究の存在感を示

スペクトロメータ（M20D）を設置しようという計

し続けるためには、よい研究成果をだしていくこと

画を進めており、予算申請中ということであった。

に加えて、広報活動や若い研究者への教育活動も非

PSI の Dierk Herlach は現状のビームラインを説明

常に重要であることを改めて強く認識させられた。

したのち、新設された低速ミュオン（LEM）ビーム
ライン、GPD に導入予定の高圧セル（3 GPa）
、ALC

最後に、このワークショップの運営上でユニーク

に導入予定の新型陽電子検出器（シンチレータ＋

に感じたこととして、一つのセッションが終わる度

APD）について触れ、さらに HMT 分光器計画につ

に参加者を 10 人程度のいくつかのグループに分け、

いて説明した。これは TRIUMF の ”HiTime” を上回る、 その中で議論を行った後にそれぞれから報告を持ち
最大 10 T の磁場下での μSR を実現しようというもの

寄り、再び全体で議論を行う、という形式をとった

である。2008 年に予算申請予定ということであった。 ことが挙げられる。少人数での議論ではお互いが向
ISIS の Phillip King はビームラインの現状を説明

かい合って座っていることもあってか、インフォー

した後、LF 5T での μSR を実現する μHiFi 分光器に

マルで活発な意見交換が行われ、大きな刺激を受け

ついて説明した。これは現在の DEVA 分光器を置

た。これから大規模施設を建設・運営していこうと

き換える形で設置され、2008 年中にファーストビー

する日本においてもユーザーからの広く率直な意見

ムを出す予定であるということだった。また、現在

を集約することが大切であり、見習うべき点がある

EU 側ミュオンビームラインで行われている実験の

と思わされたことを付記する。

多くがビームのパルス時間構造を積極的に利用して
いる（パルス光、RF など）ことを述べ、この方面
への一層の技術開発が重要である旨を強調した。
理研からは石田、渡邊が、現在開発中の高圧セル、
理研 RAL ミュオン施設のポート 4 への設置を予定
している多重極限 μSR 装置の説明を行い、1 GPa ま
での高圧セルと 30 mK の希釈冷凍機を同時に利用
できる環境を整えつつあることを説明した。また、
松田はポート 3 に建設されたパルス低速ミュオン
ビームラインの進捗状況を報告した。
総じて各施設ともにそれぞれの特色を生かして積
極的に技術開発と設備投資を行っていることが印象
的であった。ここに記すことはできなかったが、多

μSR2008 のお知らせ
次回の ”11th International Conference on Muon
Spin Rotation, Relaxation and Resonance(μSR2008)”
は日本で行われます。日程と場所は以下のよ
うになる予定です。
2008 年 7 月 21 日〜 25 日

茨城県つくば市

次号、詳細をお伝えいたします。

くの研究者から紹介された最近の研究内容や、現在
進行中の技術開発を生かした実験計画とあいまっ
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日本におけるミュオン科学の現状と J-PARC MUSE のあるべき姿

高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所

門野

良典

現在文部科学省の科学技術・学術会議「大強度陽子加速器計画評価作業部会」では、J-PARC
の運営に関する審議が行なわれており、6 月頃までに答申が取りまとめられる予定である。日
本中性子科学会では上記作業部会に対して学会としての提言を行なうことを意図して昨年末に
「大型施設共用問題特別委員会」を設置し、放射光、ミュオン関係者も加わって大所高所に立っ
た提言のための議論を行なっている。以下の文章は議論の経過をまとめた答申書を作成する際
に求められたもので、ミュオンに関する部分を筆者が委員として執筆したものである。

１．はじめに

子科学研究施設」（KEK-MSL、その後 2004 年の法人
化に際しミュオン科学研究施設と改名）が設けられる

2001 年から建設が始まった大強度陽子加速器計画

ことにより本格的な大学共同利用実験が開始されて今

(J-PARC) は既にその建設第一期計画の最終段階に入っ

日に至っている。この間、年 2 回の共同利用実験課題

ており、J-PARC の構成要素の 1 つであるミュオン科学

公募が行なわれ、年間 40 〜 50 件の新規課題が審査の

実験施設 (MUSE) でも、次世代の強力なミュオンビー

上採択、実施されて来た。ブースター加速器自体の年

ムを発生するためのビーム標的とそれを貫いて中性子

間稼働時間は約 200 日であるが、同加速器からの陽子

発生標的へと陽子ビームを導くビームラインが建設さ

ビームを中性子科学実験施設とミュオン科学実験施設

れつつある。建設作業の進展を受けて、2006 年 3 月に

へ同時に供給する事がビーム強度の上で極めて非効率

は高エネ機構 (KEK) つくばキャンパスのミュオン科学

であるため、ビームタイムを両実験施設間でマクロに

研究施設の運転も停止され、超伝導ソレノイドをはじ

折半して 2 〜 3 週間おきに交代で実験を行うこととし、

めとしたミュオン二次ビームライン用の諸設備を再調

ミュオン利用のマシンタイムは年間およそ 100 日とい

整後 J-PARC へと移設する準備も始まっている（これは

うことで共同利用実験が行なわれて来た。

肝心の二次ビームライン建設が第二期計画に先送りさ

UT-MSL は世界初のパルス状ミュオン実験施設とし

れているための措置である）
。そこで、本節では中性子

て栄誉ある歴史を担っているが、一方でそれが最初

(KENS) とともに旧ブースター利用施設の大学共同利用

は KEK の部門ではなく、一大学グループによるプロ

研究を担ったミュオン科学研究施設の運用状況を振り

ジェクト研究として出発した理由は、当時の西川哲治

返るとともに、J-PARC ミュオン科学実験施設の利用が

所長の言を待つまでもなくそれが（特に長期的な観点

どのように進められるべきであるか、提言を試みるこ

で）先の見えない「ハイリスクな企て」であったから

とにする。

である。これは施設建設当時、既に原子炉からの中性
子利用研究が 20 年以上の歴史を持ち、国内において

２． KEK ミュオン科学研究施設における大学共同利
用の概略と問題点

も大学共同利用として十分なポテンシャルを持ってい
た中性子科学との違いを考えればやむを得ないと言え
る判断であるが、そのために中間子（ミュオン）実験

日本国内でのミュオン利用は、1980 年に当時の高

施設は全体として小規模なものとなり、その後の成功

エネルギー物理学研究所に東大グループが建設した

とそれを受けて年々拡大する潜在的需要に対して十分

「中間子科学実験施設 (UT-MSL)」において始まり、そ

に対応できない、という大きな代償を払うことになっ

の後 1997 年に高エネルギー物理学研究所、東京大学

た。実際、大部分の大学共同利用者が実験を行った

原子核研究所、および東京大学理学部付属中間子科学

旧「第一実験室」は、その狭隘さとそこに詰め込まれ

研究センターの三機関を統合・改組して発足した高エ

た装置群の密度の高さが利用者の間で語り種になって

ネルギー加速器研究機構に、その一部門として「中間

いるほどである。また、中性子や放射光ビームと異な
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り、荷電粒子であるミュオンを輸送するビームライン
は超伝導ソレノイドや多数の大型電磁石を必要とする

３． J-PARC MUSE での共同利用研究のために求めら
れる体制

ため、ビームラインあたりのコストがどうしても割高
になり、一つのビーム発生標的から取り出す事が出来

前節の現状における問題点に鑑み、J-PARC MUSE

るビームラインの数も空間的な制約のために元々 3 〜

に求められるものは大きく二点に要約される。一つは

4 本に限られる（KEK では結局 2 本に留まった）。幸

共同利用施設として安定にミュオンビームを供給する

いパルス状ビームでは原理上これをパルス毎に振り分

とともに実験装置を常に最高の状態に維持し、多数の

ける事でさらにより多くのビームラインを建設・運転

外部利用者を十分に支援できるような運転・利用支援

することができるが、当然の事ながらこれには樹状に

体制を構築する事であり、もう一点は J-PARC/ 物構研

広がったビームラインを入れるだけの広い空間が必要

内部にミュオン科学の先導的な役割を担う中核的な研

になり、旧施設では望むべくもない状況であった。こ

究者組織を作る事である。もちろんその前提として、

れら絶対的なビームラインの不足は、J-PARC MUSE

J-PARC 第二期計画が当初の計画通り実行に移され、

が第二期計画まで含めて完成することでようやく解決

現状では仮の姿に過ぎないミュオン用二次ビームライ

することになるような、ミュオン利用に取って根源的

ンがきちんと整備されるべきであることは言うまでも

な問題点である。その意味では UT-MSL でのミュオン

ない。より具体的には、旧施設に比べて最終的には三

利用開始から 20 年以上の歳月を経てようやく始まっ

桁増となる世界最強のミュオンビームを供給し、なお

た J-PARC の建設はやや遅きに失したという憾みを残

かつ約 2 倍の年間運転時間が得られる J-PARC MUSE

しており、現時点においても J-PARC 第二期計画の実現

においては次のような人員体制が求められるだろう。

如何がミュオン利用の将来に大きな影響を及ぼすこと

a）ミュオンビームラインや μSR 実験装置の維持管理、

は必至の状況にある。

および先端技術開発研究を行なうために十分な施設運

以上はハードウエアとしての問題点であるが、これに

用体制が用意されること。また、ミュオンビームライ

劣らず深刻なのが人員不足の問題である。旧施設建設当

ン一本あたり年問のべ 500 〜 600 人・日の利用が見込

初の東大チームは施設長を除く専任の職員が 4 人 ( 教 2

まれる共同利用者に対応できる利用支援体制が用意さ

＋技 2) からなり、その後利用実験を開始してからは最

れること。欧米の同規模施設においてはこのような目

多時で同 6 人 ( 教 5 ＋技 1) の職員がその運転と研究に

的でビームライン一本あたり 1 〜 2 人の専属職員（研

当たっていたが、東大附置機関としての活動の位置づけ

究者）を配置しており、J-PARC でも同様の体制が強

はあくまで「自身のための研究」ということであり、自

く望まれる。

ら可能な範囲で外部の研究者と協同研究を行なうことが

b）J-PARC MUSE での研究が当面 μSR による物性研究

「実質的な共同利用」として機能していたに過ぎず、そ

を中心にして展開することが予想されることから、外部

の人員体制は隣接する KENS で行なわれていたような本

利用者も含めた物性研究の中核となり、かつ独創的な研

格的な共同利用を前提としたものでなかったことは明ら

究を展開出来るような研究者集団（
「構造物性センター」

かである。それにもかかわらず、東大附置から高エネ機

のようなもの）が J-PARC/ 物構研の中に存在するような

構への移行に際しての条件とされていた一講座の人員追

体制が用意されること。これに、同じ物質生命科学実験

加は結局認められず、実質的に教官ポスト 1 増のみでそ

棟内で展開される中性子利用との協力体制を組み入れる

のような共同利用体制に組み入れられることになった。 事により、極めて強力な物性科学の拠点が形成され、世
その後もほとんど人員増のないまま（現在でも主幹 1 ＋

界的にも魅力ある COE として更なる研究者の集積を呼

教 6 ＋技 2）大学共同利用施設としての運用を余儀なく

ぶものと期待される。

されて今日に至っており、その間、共同利用を維持する
ために職員は文字通り超人的な努力を強いられて来た。 ４．おわりに
これは当然共同利用者の側に対しても大きな負担をかけ
3 度目と訪れる利用者は
る体制であり、
例えば 2 度目、
「経

J-PARC は第二期計画まで含めれば 1800 億円超という

験者」ということでほとんど職員から支援を受けられな

大金を投資する世界屈指の研究施設である。だが、言

い状況で実験をすることになるなど、様々な不便をかけ

うまでもなく研究はハードウエアのみならず、その運

ることになった。
（特に後半の 2001 年〜 2006 年ではつ

用・研究を支える人員体制という車の両輪があってこ

くば地区での共同利用実験に加えて東海での新施設建設

そ前進するものである。この投資が無駄になる事のな

という新たな業務が加わり、事態はさらに深刻化した）
。

いよう、関係する方々の御高配を強く願う次第である。
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３．J-PARC（建設状況）

高エネ機構・物構研・ミュオン科学
研究施設の現状（平成 19 年 2 月）

物質生命実験施設のミュオン標的から中性子源に
至るトンネル内の重量機器の搬入の為に設けられた
トンネルの仮開口部の閉鎖が完了し、今はトンネル
内への搬入は、二次ライン開口部または最下流の搬

西山

樟生

入口を用いている。
M1 トンネルに設置される M1、M2 トンネルの

（KEK 物質構造科学研究所） 空冷装置の本体部分および送風ダクトは完了した。
M2 トンネルの完成後の測量作業も終わり、物質生
命実験施設のミュオン標的から中性子源に至るトン
１．PS ブースター停止後、施設の主要な活動とし

ネル内の機器（電磁石、遮蔽体、真空ダクト）が込

ては海外施設を用いたミュオン共同研究の推進と

み合っているクレーンの調整をしながら順次設置さ

J-PARC ミュオン施設 MUSE の建設である。

れている。
19 年度 5 月にはトンネル天井遮蔽設置が開始さ
れる予定であり、それ以前にトンネル内機器設置、

２．海外施設を用いた共同利用実験

工事は完了させ、それ以降は実験室側に超伝導ソレ
ノイド等の旧施設からの移設を開始する予定である。

「国際協力による海外施設を用いたにミュオン実
験研究の推進」によるミュオン共同利用研究は順調

４．J-PARC（MuSAC-V）

に行われている。今年度のミュオン共同利用実験審
査委員会で採択された課題は全 20 件、分野として

J-PARC ミュオン科学実験施設建設のための諮問

は「強相関系・磁性」14 件「存在と拡散・化学・

機関であるミュオン科学実験検討委員会（第 5 回）

一般」6 件、用いられる海外施設としては 10 件が

が 1 月 11 〜 13 日に KEK で Poutissou (TRIUMF) を

TRIUMF 研 究 所、7 件 が RIKEN-RAL、2 件 が PSI

委員長として開催された。前回、時間的制約のため

研究所、1 件が ISIS であった（次ページ参照）。

ヒヤリング出来なかった LOI の発表が行われ、建

12 月のビームタイム終了後は、各施設とも 4 月以

設の進行状況等、二期計画建設の進め方等について

降の実験再開となる。

議論が行われた。特にビームのパルス幅がミュオン

TRIUMF 研究所に於ける実験のための CMMS-EEC

実験にとって重要であり、コミショニング時にパル

申請発表は KEK より TV 会談でも可能であり 12 月

ス幅に留意した調整等が行われるべきである。また

7 日早朝には 6 件の発表が行われた。PSI 研究所の

ミュオン施設に産業界からの建設寄与の受け入れにつ

SμS 利用申請は WEB にて 12 月 4 日締切りで行わ

いても議論された。間もなく答申が出る予定である。

れている。また理研 RAL に関しては 2007 年度前期
の募集はビーム長期シャットダウンのため行われて

５．その他

いない。
海外施設を用いたミュオン共同利用実験の平成

9 月 28 〜 29 日に 3 号館セミナーホールにおいて、

19 年度前期課題の公募を 1 月 31 日締切りで行って

JSPS と SNSF による二国間交流事業として「新物

いる。2006 年度は随時受付としたが、2007 年度は年

質への μSR 応用と開発に関する第一回日本− スイ

2 回の公募とし後期分は 6 月以降に公募を行う予定。 ス二国間セミナー」がスイス側参加者 10 名、日本
http://www.kek.jp/intra-j/guide/koubo.html

側参加者 40 名で開催された。30 日にはスイス側参
加者を含めて 3 GeV 加速器、物質生命実験施設を
中心に J−PARC 建設状況の見学、視察を行った。
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平成 18 年度ミュオン共同利用実験採択課題

2006M-01

佐藤

《TRIUMF》 2006M-1

一彦（埼玉大）

：κ-(BEDT-TTF)4Hg2.89Br8 における特異な超伝導
状態の μSR による研究
2006M-02

髭本

大平

《RIKEN-RAL》

：ナノグラファイトのエッジ状態スピン磁性にお

亘（JAEA 先端研） 《TRIUMF》 2006M-12

竹下

聡史（KEK）

《TRIUMF》

：擬一次元導体 β− バナジウムブロンズ系の基底状態

聖子（お茶大） 《RIKEN-RAL》 2006M-13

：スピンパイエルス物質 TiOBr における不純物

門野

良典（KEK）

《TRIUMF》

：オキシクロライト超伝導体における磁性と磁束
格子状態

効果
2006M-04

敏明（東工大）

けるガス吸着効果

：f 電子系における多極子の静的及び動的性質の解明
2006M-03

榎

杉山

《TRIUMF》 2006M-14

純（豊田中研）

門野

良典（KEK）

《RIKEN-RAL》

：次世代 μSR 実験のための新しい TDC および

：NaXCoO2 の全領域状態図の作成

データ収集システムの開発
2006M-05

石田

《TRIUMF》 2006M-15

憲二（京大）

：酸化物高温超伝導体 La2-xSrxCuO4 における磁気

下村

貴行（上智大） 《RIKEN-RAL》
3

：量子スピン磁性体 IPA-CU(Cl1-xBrx) における量
子臨界異常

相関と超伝導
2006M-06

後藤

《PSI》 2006M-16

浩一郎（KEK）

：ワイドギャップ半導体中の浅いミュオニウム電

永嶺

謙忠（KEK）

《TRIUMF》

：ミュオンスピン緩和によるヘモグロビン磁性の探索

子構造の精密測定
2006M-07

池戸

豊（豊田中研）

：超プロトン伝導体中のミュオン拡散

杉山 純（豊田中研）
《PSI》
《ISIS》 2006M-17
：擬 1 次元系コバルト酸化物の高圧 μSR 測定

《RIKEN-RAL》 2006M-18

2006M-08
松田

恭幸 / 三宅

康博（理研 /KEK）

：Nd0.5Sr0.5MnO3 薄膜中の μSR 研究
2006M-09

西田

+

た超伝導体渦糸芯の μ SR による研究
2006M-10

：重い電子系 TnMmIn3n+2m における磁性と超伝導
の研究

信彦（東工大） 《RIKEN-RAL》 2006M-19

：強いスピン軌道相互作用を持つパリティの破れ

P. Strasser（KEK)

Alkali and Alkaline-Earth Ions
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後神

達郎（東京理科大）《TRIUMF》

：高温超伝導体における磁気秩序の圧力下 μSR
による研究

《RIKEN-RAL》 2006M-20

：Muon Transfer Studies in Solid D2 with Implanted

R.H.Heffner（JAEA 先端研）
《TRIUMF》

後神

達郎（東京理科大）《TRIUMF》

：遍歴強磁性体から相関した常磁性体へのクロス
オーバー； MnSi における圧力下 μSR 研究
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第 1 回目の統一 PAC は 2007 年 2 月 1 日に開催され

理化学研究所
仁科加速器研究センター
理研 -RAL 支所ミュオン施設 報告

る。ミュオン実験課題の場合は ISIS 施設が 2007 年
10 月まで停止するので、第 1 回目の PAC ではミュ
オン実験課題募集や審査は行わず、第 2 回目（2007
年 7 〜 8 月開催予定）以降から開始する。
4.

松崎

禎市郎

ISIS 加 速 器 施 設 長 期 シ ャ ッ ト ダ ウ ン と 陽 子

ビーム強度増強
RAL の ISIS 加速器施設では第 2 中性子ターゲッ

（理化学研究所 仁科加速器研究センター） トステーション建設の最終段階に入っている。第 2
中性子実験室への陽子ビームライン設置と陽子加速
器リング改造のため、加速器施設は 2006 年 12 月下
1． 前回も報告したが、理研 -RAL 支所は、2006 年

旬から 2007 年 9 月下旬にかけて長期シャットダウ

4 月以降「理化学研究所 仁科加速器研究センター」 ンとなる。陽子加速器リングには、パルスキッカー
に所属する。仁科加速器研究センターと理研 -RAL 電磁石とセプタム電磁石が設置され、300μ アンペ
支所の詳細は下記を参照のこと。

アへの陽子ビーム増強に向けた改良が行われる。

http://www.rarf.riken.go.jp/index.html
http://nectar.nd.rl.ac.uk/~rikenral/index.html

運転再開予定日の 2007 年 10 月 2 日以降、加速器
調整運転期間を経て、ミュオン生成標的には 240 μ
アンペア（40 Hz）の陽子ビームが出る予定である。

2． ビ−ムタイムサイクル 2006/4 及び 2006/5 が以
下のように実施された。

5． 陽子ビームラインの四重極電磁石（EQ45）修

(1) ビ−ムタイムサイクル 2006/4

理とミュオン生成標的

（2006 年 9 月 8 日〜 10 月 8 日）

理研 -RAL ミュオン施設のミュオン標的下流部に

ミュオン物性研究課題 ...............................5

ある 3 連四重極電磁石は、ミュオン標的で散乱した

超低速ミュオン発生実研究課題 .............1

陽子ビームを収束させて下流にある中性子標的に輸

イギリス側ミュオン物性研究課題 ........3

送する重要な働きがある。この 3 連四重極電磁石の

(2) ビ−ムタイムサイクル 2006/5

中央の電磁石（EQ45）は冷却水もれを起こした後、

（2006 年 11 月 7 日〜 12 月 13 日） 使用不能となっている。長期シャットダウン期間後
ミュオン触媒核融合研究課題 .................1

半に、この 3 連四重極電磁石を真空ダクトごと交換

ミュオン物性研究課題 ...............................7

する。

超低速ミュオン発生研究課題 .................1

ミュオン生成標的は 10 mm 厚さ（2 個）と 7 mm

ミュオン原子 X 線測定研究課題 ............1

厚さ（1 個）を持つ炭素標的システムに交換され、

データ取得システム開発研究課題 ........1

2007 年 10 月からは 10 mm 標的を使ったミュオン

イギリス側ミュオン物性実験課題 ........1

実験が再開される。

理研 -RAL 支所ミュオン実験課題採択委員会

3.

6.

ポート 4 の静電粒子分離器の設置

理研 -RAL 支所ミュオン施設が仁科加速器研究

シャットダウン中に、ポート 4 へのミュオンビー

センターへ所属するに伴い、実験課題採択委員会

ムラインに静電粒子分離器を設置する。ポート 4 で

(PAC) の形態も変化した。仁科加速器研究センター

は崩壊ミュオンビームに加えて、表面ミュオンや

の前身組織では、原子核物理分野以外の原子物理、 ”cloud muon” ビームを使った実験も可能となる。
化学、物性、材料、生物、医学等の実験研究を対
象とした「非核 PAC」があった。このたび、「理研

7． 2007 年 10 月以降のビ−ムタイム

-RAL ミュオン PAC」と「非核 PAC」を統合した統

サイクル 2007/1： 2007 年 10 月 2 日 〜 11 月 1 日

一 PAC（「（仮称）M-PAC」、M: Materials）を設置した。
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サイクル 2007/2： 2007 年 11 月 13 日 〜 12 月 13 日
（30.6 日）

J-PARC ミュオン科学施設
8． 次回の実験課題募集と実験課題採択委員会

ワーキンググループ報告

仁科加速器研究センターでは、次回の統一 PAC
（仮称「M-PAC」
）を 2007 年 7 〜 8 月に開催する予定
である。実験課題募集の詳細は、2007 年 5 月に電
子メール等でお知らせする。
9.

三宅

康博

（KEK ミュオン建設グループ）

理研シンポジウム
理研シンポジウム「理研 -RAL 支所ミュオン施設

におけるミュオン科学研究（2007）」を 2007 年 7
月下旬に開催する。詳細は 2007 年 5 月に電子メー

１）仮開口部閉鎖とベースプレート、座板の設置
平成 18 年 7 月初旬に借開口部が閉鎖された後、
仮開口部の建設が執り行われ、平成 18 年 12 月 20

ル等でお知らせする。
以上

日に MLF の第 1 工区の建設が完了した。まず最初
に、ベースプレートの設置が XY±0.5 mm、Z±2 mm
の精度で行われた。
その後、ベースプレートのレベルの測定の後、座
板の設置が XY±0.1 mm、Z±0.1 mm の精度で行われ、
エポキシコーキング、塗装が行われた。

日本原子力研究開発機構
先端基礎研究センター 報告

R.H. Heffner、髭本亘
（日本原子力研究開発機構）
先端基礎研究センター f 電子多体系のスピン ･ 軌
道複合ダイナミックスの解明グループ μSR サブグ
ループでは f 電子化合物の研究と平行して、J-PARC
ミュオン施設においてビームライン機器の製作を
行っている。今期は三連四重極電磁石、ビーム蹴り
出し用キッカー電源、電磁石電源等の作製が進行中
である。これらの機器は表面崩壊ミュオンラインに
設置される予定で、DAY1 に向け、整備されていく。
また第 5 回 MuSAC において我々の分光器設置計画
について述べた。

２）仮開口部の電磁石ガイド (QN4, XT23) 並びに
1 次ライン電磁石の設置
平成 18 年 12 月には、ポリイミド製の QN4 四重
極電磁石、XY23 補正磁石用の電磁石ガイドが設

先端研内では 2007 年 4 月から我々のグループを

置され、FL3.85 に駆体に埋め込まれた埋め込み金

含めた一部グループの統合が行われ、新たな体制と

具との連結が行われた。さらに引き続き、QN4、

なることが決定している。

XY23 の設置も完了した。

「めそん」No.25, 2007 年

春

43

施設報告と課題一覧

５）結露対策
巨大なテントハウス、
除湿器などの結露対策の
実施により、極端な腐食
を回避することはできた
が、 標 的 チ ェ ン バ ー の
ニッケル被覆に一部、錆
が生じた。2007 年 1 月、
現地での被覆のはぎ取り
作業、追加のニッケル被覆修復作業を行った。
６）2007 年 1 月 11 日から 13 日に、第 5 回ミュオ
ン科学実験施設委員会が開催され、以下の 3 点に関
する報告、諮問がなされた。
①ミュオン科学実験施設建設の現状。
②ユーザーによる提出された LoI（Letter of Intent）
③ミュオン 2 期計画に向けた戦略
委 員 会 の メ ン バ ー は、J.M. Poutissou 会 議 委 員
長を始め、国内外の物質科学、ミュオン科学、加
３）2 次ライン電磁石の搬入設置

速 器 の 専 門 家 で あ る J. Akimitsu*(Aoyama-gakuin)、

間接 MIC 製の SQ トリプレット電磁石 SQ1-3 並

Y. Hatano*(JAEA)、R.Heffner(JAEA)、Y. Ikeda(JAEA)、

びに、ロシア製 MIC で製作した DQ1-3 を組み立て、 S. Ikeda(KEK)、M.Iwasaki(RIKEN)、Y.Miyake(KEK)、
N.Nishida(TIT)、K. Nishiyama(KEK)、C. Petijean*(PSI)、

搬入設置を行った。

Ponomarev(Dubna)、Y. Yamazaki(KEK) である。
（* は今回欠席の委員）の方々である。
現在、答申案が J. M. Poutissou 委員長によって取
りまとめられつつあるが、特にビームのパルス幅が
ミュオン実験にとって重要であり、コミショニング
時にパルス幅に留意した調整等が行われるベキであ
る事、ミュオン施設に産業界からの建設寄与を受け
入れられるように努力するべきであるなどの指摘、
2 次ビームラインのなかで、標的周辺に位置するフ
ロントエンドの電磁石は最低限、整備しておく等の
ロシア製 MIC で製作した
DQ1-3 の測量

間接 MIC 製三重極電磁石

答申がなされる予定である。

の組立て作業

４）空冷装置の設置
M1 トンネル、M2 トンネルの空冷装置の設置が
行われつつある。本体部分の空調機のモーター、フィ
ルターは、M1 トンネルの西側壁に沿って行われ、
熱交換器は、3NBT ホット機械室、供給用のダクト
は、M2 トンネルメンテナンスエリア、回収用のダ
クトは、ベースプレートの下に埋め込まれている。
MuSAC2007 委員会会議風景
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SR 法による -(BEDT-TTF)4Hg2.89Br8 の磁性研究
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埼玉大院理工, 原子力機構先端研 A, 東工大院理工 B
藤田日出海, 佐藤一彦, 奥畑貴博, 片山和弘, 谷口弘三,
伊藤孝 A, B, 大石一城 A, 髭本亘 A
Study of magnetism of -(BEDT-TTF)4Hg2.89Br8 by SR
Saitama Univ., JAEA-ASRCA, Tokyo TechB
H. Fujita, K. Satoh, T. Okuhata, K. Katayama, H. Taniguchi,
T. U. ItoA, B, K. OhishiA and W. HigemotoA
表題物質はアニオン層に不整合格子を持つ Tc = 4.2 K の常圧超伝導体[1]で
ある。この物質は電気抵抗が非フェルミ流体的な振舞を示すことや HC2 が
Pauli limit をはるかに越えていることから、p 波超伝導体の可能性が考えら
れる。p 波超伝導体の場合、転移に伴い微小な内部磁場の発生が観測される
可能性が指摘されている。今回我々はこの内部磁場の有無を調べ、また、
normal 状態におけるナイトシフトを測定するために TRIUMF において常圧
室温から 2 K の間で、零磁場及び横磁場(6 T⊥伝導面)で SR 実験を行った。
零磁場における SR スペクトルは温度に依存しない静的久保-鳥谷部関数と
温度に依存する指数関数の積で fitting される。指数関数の緩和率 の温度依
存性は図 に示すように低温になるにつれ増大する。この増大は磁気的揺らぎ
の影響と考えられる。転移温度付近での明確な内部磁場の変化は見られなか
った。ナイトシフトの温度依存性は図 2 に示す。静的帯磁率は 30 K 以下で急
激な減少を示すが、ナイトシフトは 2 K まで上昇を続ける。
当日はより詳細な解析結果を紹介する。
[1] R. B. Lyubovskii, R. N. Lyubovskaya, and O. A. Dyachenco: J. Phys. I
France 6 (1996) 1609
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図 1 緩和率の温度依存性
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図 2 Knight Shift の温度依存性
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AOs 2 O 6 (A=K, Rb, Cs) studied by SR
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[1] J. Sugiyama, H. Nozaki et al., PRB 72 064418
(2005).
[2] J. Sugiyama, H. Nozaki et al., PRL 96 197206

[1] A. Koda et al., J. Phys. Soc. Jpn. 74 (2005) 1678.

(2006).
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中性子回折およびPSR 測定による
Ag2NiO2 の結晶構造と磁性

,
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J. H. BrewerB，M. JanoschekC，B. RoessliC，L. KellerC，V. PomjakushinC
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Crystal structure and magnetic properties of Ag2NiO2
by means of Neutron powder diffraction and PSR
Toyota Central R&D Labs., Tokyo Univ.A, TRIUMFB, PSIC
H. Nozaki, Y. Ikedo, K. Mukai, J. Sugiyama, H. YoshidaA, Z. HiroiA, P. L. RussoB,
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図 1 中性子回折図形の温度依存性。TN 以下
向に 3 倍周期の磁気秩序が形成された。
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図 2 Ag-NiO 相関距離の温度依存性。TS 付
近で傾きが変化している。

とともに単調に低下したが、内部磁場の
大きさは x≦0.1 までは変化しなかった。
[1] H. Yoshida et al., PRB 73 R020408 (2006).
[2] J. Sugiyama et al., PRB 73 224437 (2006).
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PSR study of Co oxide XVIII:
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の原因をさぐるための詳細な磁場中μＳＲ測定を継続してきた。
図１に x=0.115 の試料における 50 K でのμＳＲ時間スペクトルの磁場依存性を

0.8

示す。解析のための緩和関数は exp(-λt)×GZ(t,Δ,Η) を用いた。GZ(t,Δ,Η) は静的
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Kubo-Toyabe 関数、H は外部磁場である。λは、動的に揺らぐ内部磁場によるミュオ
ンスピンの動的緩和率である。スペクトルは 20 G 程度の弱い磁場でほとんどフラッ
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トになるが、低磁場中においてλ≠0 となるような動的緩和が観測された。例として、

60

5 G の緩和スペクトル（○）に対して描かれた破線は、λ=0 の場合の計算スペクトル
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である。動的緩和の存在は、このデータ（実線）と計算スペクトル（破線）の差として
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確認される。いくつかの温度において得られた緩和率λの磁場変化を図２にまとめる。
λは、弱い磁場によって急速に抑制されている。その磁場変化を Redfield 関数によっ
てフィットした結果が図２中の実線である。この解析により、ミュオン位置における動
的に揺らぐ内部磁場の存在が見えてきた。例えば 50 K においては、内部磁場の大きさ
は約 2.5 G であり、揺らぎの周波数が 100 kHz と求められた。この揺らぎの周波数
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は、μＳＲの観測特性時間窓に比べて極めて準静的であるといえる。この準静的な内部
磁場は、核磁気モーメントによる内部磁場の大きさ（約 1.6 G）より大きい。本講演で

0
120

はその準静的内部磁場の起源に関して考察したい。
n=1 n=2

n=3
n=4-1
n=4-2

on

80

n=5

40
An+2Con+1O3n+3

0

(b)

5.2

5.4 o 5.6
dic (A)

n=

8

dTN/dP (K/GPa)

渡邊功雄、足立匡Ａ、矢入聡Ａ、小池洋二Ａ

1.0

0.2

(K)

理研、東北大工Ａ

Quasi‑static internal field in the La‑system observed by μSR

い、100 K 付近でミュオンスピン緩和率がわずかに増大を開始することを見出し、そ

P. L. RussoB, D. AndreicaC, A. AmatoC

TN

μSR による La 系における準静的内部磁場の観測

我々はこれまでに La2‑xSrxCuO4 のゼロ磁場中における高統計高精度μＳＲ測定を行

H. Nozaki, Y. Ikedo, K. Mukai, J. Sugiyama, T. TakamiA, H. IkutaA,
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RIKEN、Tohoku Univ.Ａ

one-dimensional Co oxide AEn+2Con+1O3n+3(AE=Sr, Ba)

AEn+2Con+1O3n+3(AE=Sr, Ba) 䈪 䈲 䋬
CoO3 ㎮䈏 ab 㕙ౝ䈪 2 ᰴర 3 ⷺᩰሶ䉕⚵
䉃䇯ᚒ䇱䈱♽⛔⊛䈭PSR᷹ቯ䈱⚿ᨐ䋬n䈏
Ⴧട䈜䉎䈫ᮮ⏛႐PSR ᷹ቯ䈪䈱䉂ᬌ䈘
䉏䉎 TN 䈏ᷫዋ䈚䋬TN 䈫㎮㑆〒㔌䈱㑆䈮
⍎䈭⋧㑐䈏䈅䉎䈖䈫䉕䈚䈢[1, 2]䇯䈖䉏
䈲䈖䈱♽䈱⏛ᕈ䈮㎮㑆䈱ᒝ⏛ᕈ⋧
↪䈏ήⷞ䈪䈐䈭䈇䈖䈫䉕␜ໂ䈚䈢䇯䈠䈖䈪
CoO3 ㎮㑆〒㔌䈫 TN 䈱㑐ଥ䉕䈘䉌䈮⚦䈮
⺞䈼䉎䈢䉄䈮䋬㜞ਅ䈪PSR ᷹ቯ䉕ⴕ䈦
䈢䇯
࿕⋧ᔕᴺ䈪วᚑ䈚䈢 n=4, 5 䈍䉋䈶
n=䈱⹜ᢱ䉕ജ䉶䊦䈮ኽ䈚䋬Ᏹਅ䈫
ടਅ䈪᷹ቯ䉕ⴕ䈦䈢䇯PSR ᷹ቯ䈲 PSI
䈱፣უ䊚䊠䉥䊮䉼䊞䊮䊈䊦 GPD 䈮䈩䋬ᮮ⏛
႐ H=50Oe 䉕ශട䈚䈩ⴕ䈦䈢䇯
࿑䋱䈮 n=5 䈱⹜ᢱ䈱ⷙᩰൻ䈚䈢ᮮ⏛႐
PSR ᷹ቯ䈱㕖ኻ⒓ᕈ䋨NATF䋩䈱᷷ᐲଐሽᕈ
䉕␜䈜䇯NATF=0.5 䈫䈭䉎᷷ᐲ䉕ォ⒖᷷ᐲ
(TN)䈫ቯ⟵䈜䉎䈫䋬n=5 䈱⹜ᢱ䈱 TN 䈲
1.3GPa ਅ䈪䈲 2K 䈚䋬n=⹜ᢱ䈪䈲
1.1GPa ਅ䈪 2.2K 䈚䈢䇯৻ᣇ䋬n=4 䈱
⹜ᢱ䈮䈍䈇䈩䈲䋬1.42GPa 䈱ജਅ䈪䉅
TN 䈲ᄌൻ䈚䈭䈎䈦䈢䇯n=5એ䈱⹜ᢱ䈪䈲
නജ䈅䈢䉍䈱ォ⒖᷷ᐲ䈱ᄌൻ䈲㎮㑆
〒㔌䈏ᐢ䈏䉎䈫䈚䋬㎮㑆䈱ᒝ⏛ᕈ⋧
↪䈏䈖䈱♽䈱⏛ᕈ䈮㑐䉒䈦䈩䈇䉎䈖䈫

μ

で 1/3 0 0 磁気回折ピークが観測され，a 軸方

Ag-NiO
Ag-NiO (Å)
(Å)

ab 面内で陵共有したNiO6
Ag2NiO2 は，
８面体が NiO 層を成し，その層間に Ag
層が交互に積み重なった積層構造を成す。
NiはNi3+(t2g6 eg1)の低スピン状態でS=1/2
である。電気抵抗率、磁化率およびPSR
測定の結果，270K(=TS)付近で磁気転移，
56K(=TN)で反強磁性転移することが示
唆された[1, 2]。しかし TS の詳細や TN 以
下のスピン構造は不明だった。
そこで，中性子回折により Ag2NiO2 の
室温付近の結晶構造変化と，低温におけ
る磁気構造を調べた。また，Ni サイトを
Fe で置換した Ag2(Ni1-xFex)O2 試料（x≦
0.3）のPSR 測定を行うことにより，NiO2
面の磁性の変化を調べた。
粉末中性子回折により，TN 以下で磁気
秩序形成に伴う磁気回折ピークが１本だ
け観測された。これは 1/3 0 0 ピークに対
応し，a 軸方向に 3 倍周期の磁気秩序が形
成されていた（図 1）
。一方室温付近では
温度が低下するにつれて c 軸長が単調増
加した。詳細な構造解析の結果，温度が低
下するにつれて Ag 層と Ni-O 層との層間
距離(dAg-NiO)が広がり，Ts 付近で dAg-NiO の
温度勾配が変わった（図 2）
。
置換試料のPSR 測定の結果，TN は x

Normalized Intensity (a. u.)

E. J. AnsaldoB, J. H. BrewerB, M. JanoschekC，B. RoessliC，L. KellerC，V. PomjakushinC

5.8

࿑ 2㩷 (a)㎮㑆〒㔌(dic)䈫ォ⒖᷷ᐲ(TNon)䈱
ജଐሽᕈ(dTN/dP)䋬(b)㎮㑆〒㔌䈫ォ⒖᷷ᐲ
䈱㑐ଥ䇯

䈏䉌䈎䈫䈭䈦䈢䋨࿑䋲䋩ޕ
[1] J. Sugiyama, H. Nozaki et al., PRB 72 064418
(2005) ߅ࠃ߮ PRL 96 197206 (2006)

春

図１：x=0.115、50K における磁場中の
μＳＲ時間スペクトル

図２：x=0.115、19K、22K、51K 及び 100K
における動的緩和率 λ の磁場変化
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20aWK-3

Sr1 xLaxCuO2

y Euy Sr0.125 CuO4
A

Pressure Dependence of Magnetic Order in La1.875 y Euy Sr0.125 CuO4
Faculty of Science and Technology, Tokyo University of Science
T. Goko, Y. Hayashi, J. Arai
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Electronic State of Quasi-1D Conductor β-Na0.33 V2 O5 Probed by Muon Spin Rotation
KEK-IMSSA , SOKENDAIB , Univ. of TokushimaC , ISSP Univ. of TokyoD
S. TakeshitaA , K.H. SatohB , A. KodaA,B , R. KadonoA,B ,
M. TanabeC , T. OhnoC , T. YamauchiD , H. UedaD and Y. UedaD
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Advanced Meson Science Laboratory, RIKEN , Department of Physics, Sophia Univ.A ,
Department of Physics, Tokyo Institute of TechnologyB
T. Suzuki, I. Watanabe, A. OosawaA , T. GotoA , F. YamadaB and H. TanakaB

Tokyo TechA; JAEAB; Saitama Univ.C; Univ. of TokushimaD; Tokyo Metropolitan Univ.E
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26pSE-1 チェレンコフ光を用いたミュオン崩壊電子検出のため

26pSE-2 ミュオン崩壊電子検出のための波長変換ファイバーを用い

の検出器開発

たシンチレーション検出器の開発

A

B

C

D

理研、東北大核理研 、東工大 、東北大理 、LANSCE
友野 大、飯尾 雅実、石田 勝彦、岩崎 雅彦、應田 治彦、大西 宏明、
松崎 禎市郎、松田 恭幸、笠木 治郎太 A 、山崎 寛仁 A 、平山 雄三 B 、Klein
Renaud C 、河合 正晴 C 、中村 哲 C 、宮寺 晴夫 D
Development of a direction-sensitive P-e decay detector
by using the ÿerenkov radiation
RIKEN, LNS, Tohoku Univ. A , Tokyo Tech. C ,
Dept. of Phys., Tohoku Univ. D , LANSCE E
D. Tomono, M. Iio, K. Ishida, M. Iwasaki, H. Outa, H. Ohnishi,
T. Matsuzaki, Y. Matsuda, J. Kasagi A , H. Yamazaki A , Y. Hirayama B ,
R. KleinC , M. Kawai C , S.N. Nakamura C , H. Miyadera D
われわれは、チェレンコフ光を用いたミュオン崩壊電子検出のための
電子検出器の開発を行っている。本検出器の特徴は、
z チェレンコフ光のもつ指向性に着目し、単体で入射粒子の方向を特定
可能にしたこと
z チェレンコフ光の残光の少なさ を生かして応答の速いカウンターを
目指したこと
である。これらによってミュオンの止まっ
た位置を特定し、大強度パルス状ミュオン
ビームにおける、高レートでの崩壊電子観
測を可能にすることが目標である。
試作機では、ラジエーター（アクリル樹
脂、n=1.49）から出るチェレンコフ光をル
サイト側面で反射させ、鏡で集光して、PMT
で読み出すことにより、これらを実現した。
性能試験は、東北大核理研における入射
方向のそろった単色電子ビームを用いて
図、カウンター試作機
行った。さらに、理研 RAL ミュオン施設に
おけるミュオン崩壊電子でも性能試験を行
った。本講演では、検出器の原理、概要と性能試験の結果について報告
する。
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東工大、理研 A、東北大核理研 B、東北大理 C
平山 雄三、飯尾 雅実 A、石田 勝彦 A、岩崎 雅彦 A、應田 治彦 A、
大西 宏明 A、友野 大 A、松崎 禎市郎 A、松田 恭幸 A、笠木 治郎太 B、
山崎 寛仁 B、Klein RenaudC、中村 哲 C
Development of a scintillation counter with wavelength shifter
fiber read-out for μ-e decay electron detection
Tokyo Tech. , RIKEN A, LNS, Tohoku Univ. B,
Dept. of Phys., Tohoku Univ. C
Y. Hirayama, M. IioA, K. IshidaA, M. IwasakiA, H. OutaA,
H. OhnishiA, D. TomonoA, T. MatsuzakiA, Y. MatsudaA, J. Kasagi B,
H. Yamazaki B, R. KleinC, S.N. NakamuraC
我々はミュオン崩壊電子検出のためのシンチレーション検出器を開発している。こ
の検出器は波長変換ファイバーをライトガイドとしてシンチレーターに埋め込みマル
チアノード光電子増倍管で読み出すというものである。将来は大強度パルス状ミュオ
ンビームにおけるμSR スペクトロメーターへ応用する予定である。
大強度パルスμSR スペクトロメーターに用いられるカウンターは、コンパクトで高
セグメント化が容易なものでなくてはならない。この検出器はこれらの条件に加えコ
スト面でも有利である。また、ファイバーを引き伸ばすことでマルチアノード光電子
増倍管をμSR 測定時にかける磁場から離すこともできる。
今回、カウンター部分のプロトタイプを製作し
て、μSR 法において必要とされる条件下での性
能試験を行った。性能試験は東北大核理研の入射
方向のそろった単色電子ビームで行った。また、
理研ＲＡＬミュオン施設のミュオン崩壊電子を
用いた試験も実施した。本講演では検出器概要と
データ解析の現状を報告する。
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【放射化学討論会】
電子 KX 線エネルギー測定によるパイ中間子原子形成後の電子状態
（阪大院理 1, 高エネ研 2） ○二宮和彦 1, 杉浦啓規 1, 中塚敏光 1, 斎宮
芳紀 1, 中嶋啓二 1, 猪飼拓哉 1, 佐藤渉 1, 吉村崇 1, 松村宏 2, 三浦太一 2,
篠原厚 1

ミュオン原子の気相反応実験のための基礎研究
(阪大院理 1、国際基督教大 2、高エネ研 3)
○中塚 敏光 1、二宮 和彦 1、杉浦 啓規 1、佐藤 渉 1、吉村 崇 1、
久保 謙哉 2、松村 宏 3、三浦 太一 3、西山 樟生 3、篠原 厚 1
ミュオンの質量は電子の質量の約 200 倍であるため、ミュオン原子においてはミュオンは
電子に比べ原子核に非常に近い位置に存在する。従って、ミュオンは核電荷を強く遮蔽する
ので、ミュオン原子における電子に及ぶ核電荷はほぼ+(Z-1)e(但し Z は原子番号)となると考
えられる。加えて、ミュオンは 1s 軌道において数百 ns 程度の寿命を持つ。これらのことか
ら、ミュオン原子は Z-1 原子に類似した化学的性質を持つ化学種としての可能性を持ってい
ると考えられる。このミュオン原子の化学種として用いるためには、ミュオン原子のみを分
離し、ミュオン原子ビームを作製することが有効な手段となると考えられるが、そのために
はミュオン原子の生成直後の電子状態を解明する必要がある。そこで、これを解明するため、
ミュオン原子から放出される X 線を測定した。また、本研究ではミュオン原子を用いた気相
反応実験のための基礎実験も行い、測定系の構築などを試みた。実験は高エネルギー加速器
研究機構のミュオン実験施設で行った。
ミュオン原子の形成過程においては 2 種類の X 線が放出される。一つはミュオンの特性 X
線で、もう一つは電子の再配列に伴う電子の特性 X 線(電子 X 線)である。この電子 X 線のエ
ネルギーはミュオン原子の電子状態の影響を受けることが知られており、特に、ミュオン原
子が高電荷状態にある場合には高エネルギーとなる
ことが知られている。本研究においては Sn から U に
わたる 7 元素について電子 X 線のエネルギーを測定
した。ここで、μZ 原子と Z-1 原子の電子 X 線のエネ
ルギー差を「エネルギーシフト」と定義する。する
と、本実験の結果得られた原子番号とエネルギーシ
フトとの関係は図 1 のようになった。もしミュオン
原子に内殻電子空孔が存在しなければ Z の減少に伴 Fig.1 Atomic number dependence of the energy shift. Data
いエネルギーシフトも減少すると考えられるところ from the present work (closed triangles) are shown
そのような傾向は見られないため、生成直後のミュオ together with literature data (open circles) .
ン原子は高電荷状態にあると考えられる。
ミュオン原子の化学反応実験のための基礎実験についてはターゲットとしてアルゴンガス、
メタンガス及びこれらの等量混合ガスを用いこれらにミュオンを照射した場合の発光を測定
することでミュオン原子の化学反応を検出しようと試みた。もしμΖ原子がΖ−1原子に類似し
た化学的性質を示すならばミュオニックアルゴンは塩素ラジカルと同様にメタンと反応する
と考えられる。そして、フッ素ラジカルとシランの置換反応においては発光が確認されてい
るので、このミュオン原子の反応も発光を伴うと期待される。本実験の結果、ミュオン入射
後 500ns 程度は高速の電子等によるノイズが大きくミュオン原子の反応による発光を直接測
定することは困難であることが分かった。本実験により、測定系の構築及び最適なミュオン
の運動量などの基礎データの収集を行うことができた。
Basic Study for the Gas-Phase Chemical Reaction of Muonic Atoms
T. Nakatsuka, K. Ninomiya, H. Sugiura, W. Sato, T. Yoshimura, M. K. Kubo, H. Matsumura,
T. Miura, K. Nishiyama, A. Shinohara

【はじめに】
パイ中間子原子の形成過程についてはこれまで多くの研究が行われているが、パイ中間子原
子形成後の電子状態について注目した研究は少ない。本研究グループでは、パイ中間子原子
から放出される電子エックス線に注目しこれまで研究を行ってきた。電子エックス線のエネ
ルギーは、パイ中間子の質量が大きいことから原子核の電荷が強く遮蔽され、パイ中間子原
子の中心電荷を Z としたとき、Z-1 原子の電子エックス線のエネルギーに近くなることが知
られているが、より微視的にはこのエネルギーはパイ中間子の存在する原子軌道とパイ中間
子原子の電子状態に影響される。本研究ではパイ中間子原子から放出される電子エックス線
エネルギーの精密測定からパイ中間子原子形成後の電子状態の解明を試みた。
【実験】
本研究に関する一連の実験は高エネルギー加速器研究機構 12GeV 陽子加速器研究施設でこれ
までの実験と同様のセットアップの元で行った［1］
。ターゲットとして原子番号 29〜92 番の
単体もしくは酸化物を用い、パイ中間子原子を生成し、放出されるエックス線を３台の低エ
ネルギー光子用ゲルマニウム半導体検出器で測定した。
【結果】
測定で得られたスペクトルのフィッティングを行い、パイ中間子原子から放出される電子エ
ックス線のエネルギーを求めた。本研究で
は、パイ中間子原子と Z-1 原子の電子エッ
クス線エネルギーの差をエネルギーシフ
トと定義する。図 1 にエネルギーシフトの
値を原子番号に対してプロットしたもの
一部を示す。パイ中間子原子のエネルギー
シフトは原子番号の増大と共に増加する
傾向が得られ、これは本研究グループが以
前実験を行ったミュオン原子における傾
向に類似している［2］。
本討論会では理論計算により得られたエ
ネルギーシフトの値からパイ中間子原子 図 1： パイ中間子原子のエネルギーシフト
の原子番号による変化
形成後の電子状態に関する考察を行った
ので、その結果を報告する。
【参考文献】
[1] 杉浦 他 第 48 回放射化学討論会 2P01（2004）
[2] 二宮 他 第 49 回放射化学討論会 3P36（2005）
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Basic Study for the Gas-Phase Chemical Reaction of Muonic Atoms
リン酸カルシウム中の正ミュオンの挙動の研究
（国際基督教大理 1、高エ研 2）○角山智子 1、久保謙哉 1、
鶴岡洋児 1、幸田章宏 2、西山樟生 2
Ｘ線照射を行った室温のリン酸カルシウム（β-Ca3(PO4)2, TCP）中で、中性水素原子
の ESR スペクトルが観測され、その水素原子は TCP 中の特定のサイトに安定に存在
すると報告されている[1]。本研究では水素原子の同位体であるミュオニウムのμSR 測
定によって、TCP 中の水素原子の存在位置を確認するとともに、正ミュオンの挙動を
追跡することより、TCP 中の微量水素の物理的、化学的状態を明らかにすることを目
的としている。今回は主として試料にミュオンの初期スピンに対して垂直な磁場をか
けて測定を行い、ミュオンスピン回転スペクトルを測定した。
実験は高エネルギー加速器研究機構ミュオン科学研究施設のμポートで行った。
TCP は市販の多結晶試料を加圧成型して 1.0 gcm-2 とした。4.6 K、39.9 K、294 K の各
温度で試料に正ミュオンビームを照射し、ミュオニウム及び反磁性ミュオンの生成率
およびスピン偏極度の緩和速度を測定した。
294 K で横磁場 6.0 mT の測定では反磁性ミュオンの成分が確認され、収率は 60.9 ±
0.7 %だった。反磁性ミュオンの収率に明らかな温度依存性は見られなかったが、ス
ピン偏極度の緩和速度は 294 K で 0.07 ± 0.01 μs-1 だが 4.6 K では 0.12 ± 0.01 μs-1 となり、
低温では緩和速度が速くなることが明らかとなった。
294 K で横磁場 0.59 mT の測定において 8.0

においても同様にミュオニウムの生成が確
認され、収率は 7.3 ± 2.0 %であった。収率、
緩和速度ともに統計誤差が大きく、詳細な検
討には至っていない。
294 K、横磁場 0.59 mT では、反磁性ミュ
オン、ミュオニウムの他に 4.8 ± 1.0 μs-1 で緩
和する反磁性ミュオンと推測されるもう一
つの成分が 7.8 ± 0.8 %の収率で確認された。
4.6 K と 39.9 K の測定でもこの緩和の速い反

0.10

Asymmetry

± 1.3 MHz のスピン回転成分が確認され、ミ
ュオニウムと同定した（Fig. 1）。ミュオニウ
ムのスピン偏極度の緩和速度は 3.8 ± 1.1 μs-1
であり、収率は 6.8 ± 4.1 %であった。4.6 K

0.08

0.06
0.0
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0.4

Time / μs
Fig. 1. A μSR spectrum of TCP
in 0.59 mT transverse field at 294 K.
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In a muonic atom, the muon exists near the nucleus compared with electrons
because of its large mass and strongly screens the nuclear charge. Thus, the central charge
of a muonic atom substantially becomes +(Z-1)e, where Z is the atomic number of the
target atom. In addition, the captured muon exists considerably long on the 1s orbital.
Hence, muonic atoms are expected to behave as chemical species of a Z-1 atom. In order to
research chemical reactivity of the muonic atoms, we are planning to separate muonic
atoms and to generate muonic atom beam. For this purpose, it is required to investigate the
electronic structure of muonic atoms.
Two kinds of X-rays are emitted in the formation process of muonic atoms. One is
the characteristic X-rays of muons and the other is the characteristic X-rays deriving from
the electronic transition (eX-rays). It is known that the eX-ray energy is affected by the
electronic configuration of the muonic atom [1]. In this study, eX-rays were measured to
investigate the electronic structure of muonic atoms for 7 elements ranging from Sn to U.
We define the difference in energy between eX-rays emitted from a muonic Z atom and
ones emitted from a Z-1 atom as “energy shift”. From the result of the measurements of the
energy shifts, we concluded that muonic atoms are highly ionized for lighter elements.
A preliminary experiment to examine the chemical reactivity of muonic atoms
was also performed by detecting chemical luminescence originating from the gas-phase
chemical reaction of muonic atoms. In this experiment, Ar gas, CH4 gas and a mixture of
the Ar and CH4 gases were used as the targets. If the chemical property of a muonic Z atom
is similar to that of a Z-1 atom radical, a muonic Ar would behave as a Cl radical. Thus, it
is expected that the muonic Ar reacts with CH4. The chemical luminescence is expected to
occur in the chemical reaction between muonic Ar and CH4, as observed for the
homologous radical substitution reaction between F radical and SiH4 [2]. In this
experiment, we have developed an experimental apparatus for the measurement of the
chemical luminescence and searched the optimum experimental conditions for the muon

磁性ミュオンが確認された。

momentum, noise level, and so on.

[1] K. Nakashima, J. Yamauchi, J. Am. Chem. Soc., 127, 1606-1607, 2005.

[1] P.Vogel, Phys. Lett 58B, 52 (1975).
[2] C.Conner et al., J. Am. Chem. Soc 99, 2540 (1977).
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【COEIEC】
Atomic Structure of Pionic and Muonic Atoms during Atomic Cascade

Electronic KX-ray Energy Shift of Pionic and Muonic Atoms
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The formation process of exotic atoms, especially including a negative pion and muon,
has been still studying in many laboratories and several models for the formation process are
proposed. On the other hand, the electron rearrangement process after the pionic or muonic atom
formation has not been quite studied. The electronic X-ray energies of the pionic and muonic
atoms are influenced by the screening effect of the negative particles. In addition, the electron
vacancies, especially these in L-shell, also affect to the X-ray energy. So, electronic X-ray
measurement is one of the effective probes to reveal the electronic structure during the pionic and
muonic cascade. Our group has been studying on the electron structure for pionic atoms by
measuring electronic X-ray energies[1]. In more recent studies, electronic X-ray energies for
muonic atoms were also measured[2].
All measurements were performed at High Energy Accelerator Research Organization.
As we have already reported[1], electronic X rays emitted from pionic atoms were measured by
using three high purity germanium detectors. All electronic X-ray spectra were fitted by
considering the contribution of electronic X rays emitted from the Z-1 atom (see Fig. 1), that was
formed by the interaction between target
nucleus (atomic number Z) and the negative
muon and pion[2].
The energy differences between
electronic X rays of the pionic or muonic
atom and Z-1 atom (it is defined as “energy
shift”) were obtained as a function of the
atomic number. The energy shifts for muonic
atoms showed a similar behavior to those for
pionic atoms with respect to the atomic Figure 1. Electronic X-ray spectrum for pionic
number dependence. In this paper, we will gadolinium with its fitting lines. Dotted and
compare the energy shifts of pionic atoms dashed dotted lines means characteristic X-ray
with these of muonic atoms and discuss the lines for Z and Z-1 atoms, respectively. Solid
electron arrangement after the pionic or lines indicate the electronic X-ray peaks for
muonic atom formation.
pionic atom.

Negative particles (pions or muons) stopped in matter result in the formation of pionic or
muonic atoms. These processes have been well studied by measuring pionic or muonic X rays
and pionic or muonic cascade process were well investigated. On the other hand, the electron
state in the atom during pionic or muonic cascade have not been fully examined. It is known
that the electron state and pionic or muonic atomic state influence the electronic X-ray
energies of pionic and muonic atoms. Our group has measured electronic X-ray energies for
various elements to investigate electron rearrangement process after the formation of pionic
and muonic atoms. All measurements were performed at πμ-channel of KEK-PS and at μ-port
of KEK-MSL.
Because the mass of pion and muon is about 200 times larger than that of electron, the
electronic X-ray energies of pionic and muonic atoms (we define the center charge of them as
“Z”) are similar to that of Z-1 atoms. However, in the measured spectrum, the region of the
electronic X-ray energies of pionic and muonic atoms and that of Z-1 atoms overlap each
other. They are produced by absorption reaction between Z atom and pion or muon at the last
stage of the pionic or muonic cascade. These two components were distinguished by using
fitting calculation. We defined the energy difference between Z-1 atoms and pionic or muonic
atoms as “energy shift” and investigated the atomic-number dependence of energy shift. The
measured values of energy shift were influenced by the pionic or muonic state and the
electron state. The influence of pionic or muonic state upon energy shift was estimated from
cascade calculation. The electron state during pionic or muonic cascade was discussed by
comparing the measured values and the theoretical calculation.

Figure 1: Atomic number dependence of the energy shift of the Ka X rays.

【SIMC-XIV】
Magnetic and electronic properties of layered cobalt dioxides AxCoO2 with Ａ
=Li, Na and K
J. Sugiyama,
Toyota Central R&D Labs., Inc., Nagakute Aichi 480-1192 Japan, e0589@mosk.tytlabs.co.jp
The NaxCoO2 (NCO) system, in which Co ions form a two-dimensional triangular lattice (2DTL)
by the connection of edge-sharing CoO6 octahedra, exhibits unconventional transport properties for
NCO with x~0.7[1], long-range antiferromagnetic (AF) order with TN= 22 K for x>=0.75[2], two
successive AF transitions (TN1=87 K and TN2=53 K) in x=0.5[3], and superconductivity with TC=5
K for x=0.35 and absorbed water[4]. In order to better understand the nature of NCO, the phase
diagram should be experimentally clarified as a function of x since a subsequent comparison with
theoretical considerations enables one to determine the ratio between the on-site repulsion U and
the nearest neighboring hopping t, if we assume the Hubbard model.
The two doping extremes, that is, NCO with x=0 and 1 are expected to provide crucial information
on the U/t. However, both compounds are currently unavailable. The lowest x achievable is only
around 0.3 due to limitations in the soft chemistry technique used to synthesize such materials.
Furthermore, NCO with x>0.95 is known to be very unstable in air because of the reaction between
excess Na and water. As a result of the unavailability of suitable materials, the overall picture of the
magnetism on the CoO2 plane in NCO is still confusing.
Since NCO is a member of the family AxCoO2 (A=Li, Na, K, Rb and Cs), and other members also
display interesting and complex magnetic orderings depending on the average Co valence of the
CoO2 planes (VCo), we have initiated its systematic study with positive muon-spin rotation and
relaxation (μ+SR) spectroscopy. Results for A =Li and x =1[5] and A=K and x=0.49[6] were
reported recently. In particular, for LixCoO2 (LCO), Li ions are rather easily deintercalated by
electrochemical reaction down to x ~0.1; in fact, this is the principle behind the operation of Li-ion
batteries. Since the majority of previous work on LCO have focused primarily on their structural
and electrochemical properties, with the aim of understanding their influence on the
charge/discharge characteristics of Li-ion batteries, no systematic research was done on their
magnetic properties.
We have therefore performed μ+SR measurements on the LCO samples in the x range between 0.1
and 1 prepared by electrochemical reaction. Here, we demonstrate the nearly full phase diagram of
LCO and clarify the absence of magnetism in the x range below 0.5. We also show the appearance
of a static magnetic order in KxCoO2 with x=0.5, as similar to the case of NCO. Using these results,
we will summarize the common feature of the AxCoO2 system and point out the importance of the
interlayer interaction for understanding the richness of the phase diagram in NCO.
[1] I. Terasaki, et al., Phys. Rev. B 56 , R12685 (1997).
[2] J. Sugiyama, et al., Phys. Rev. Lett. 92, 017602 (2004).
[3] M.L. Foo, et al., Phys. Rev. Lett. 92, 247001 (2004).
[4] K. Takada, et al., Nature 422, 53 (2003).
[5] J. Sugiyama, et al., Phys. Rev. B 72, 144424 (2005).
[6] J. Sugiyama, et al., Phys. Rev. Lett. 96, 037206 (2006).
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Cooperative Jahn-Teller Transition in Li[LixMn2-x]O4 spinel: a μSR view
J. Sugiyama1*, K. Mukai1, Y. Ikedo1, P.L. Russo2, T. Suzuki3, I. Watanabe3,
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1

Toyota Central R&D Labs., Inc., Nagakute Aichi 480-1192 Japan,
*e0589@mosk.tytlabs.co.jp
TRIUMF, 4004 Wesbrook Mall, Vancouver, BC, V6T 2A3 Canada,
3
Muon Science Laboratory, RIKEN, 2-1 Hirosawa, Wako, Saitama 351-0198, Japan,
4
TRIUMF, CIAR and Department of Physics and Astronomy, University of British Columbia, Vancouver,
BC, V6T 1Z1 Canada,
5
Department of Physics, University of Alberta, Edmonton, AB, T6G 2J1 Canada,
6
Department of Applied Chemistry, Graduate School of Engineering, Osaka City University, Osaka
558-8585, Japan.
2

The (Li)8a[LixMn2-x] 16dO4 (LMO) spinels are heavily investigated as a positive electrode material for
rechargeable lithium batteries[1]. In the cubic LMO lattice, Li+ ions locate both at the tetrahedral 8a and
at the octahedral 16d site, and Mn ions only at the 16d site. The stoichiometric compound (LMO with
x=0) exhibits two phase transitions; one is a structural transition from a high-T cubic phase to a low-T
orthorhombic phase at TJT~280 K induced by a cooperative Jahn-Teller distortion of Mn3+ ions [2,3], and
the other is an AF transition with TN~60 K [4-6]. Since both neutron and electron diffraction analyses
indicated charge-ordering of Mn3+ and Mn4+ below TJT that is probably stabilized by the cooperative JT
distortion [7], the AF order is also considered to be strongly coupled with charge-ordering.
For LMO with x>0, TJT was reported to decrease with x down to 214 K at x= 0.035 and then to disappear
with further increasing x by a differential scanning calorimetry analysis, due to the decrease in the amount
of JT active Mn3+ ions [8]. On the other hand, neutron diffraction measurements indicated that the Mn3+
ions in LMO with x =0.04 are in a low spin state (t2g4), meaning the absence of the JT distortion/transition
[9]. Moreover, since the Li+ ions at the 16d site deviate the ratio of Mn3+/Mn4+ from 1, charge-ordering is
expected to be hindered because of mismatch in the period between lattice and charge-order. Actually,
LMO with x=0.04 lacks charge ordering down to 4 K. Nevertheless, the sample with x=0.04 exhibited a
spin-glass-like transition at Tf~25~K [9].
In order to clarify the interrelationship between microscopic magnetic and structural nature and x , we
have carried out a μSR experiment on LMO with x=0-0.15. Here we clearly demonstrated that all samples
exhibited a magnetic transition below 60 K (TN) and, moreover, the whole sample enters into the
magnetic phase below TN, indicating no direct relationship between charge-ordering and TN. Furthermore,
the detailed analysis of zero field (ZF-) and longitudinal field (LF-) μSR spectra shows that a short-range
cooperative JT distortion still exists even in LMO with x=0.15, and the transition temperature (TJTSR~280
K) is almost independent of x and the same as TJT. This result demonstrates that μSR is the only technique
that is able to provide crucial information on TJT in these technologically relevant systems.
[1] G. Amatucci and J.-M. Tarascon, J. Electrochem. Soc. 149 K31 (2002), and references cited therein.
[2] A. Yamada and M. Tanaka, Mater. Res. Bull. 30, 715 (1995).
[3] J. Sugiyama, et al., J. Phys.: Condens. Matter 7, 9755 (1995).
[4] J. Sugiyama, et al., J. Phys. Soc. Jpn. 66, 1187 (1997).
[5] Y. Oohara, et al., J. Phys. Soc. Jpn. 68, 242 (1999).
[6] I. Tomeno, et al., Phys. Rev. B 64, 094422 (2001).
[7] J. Rodriguez-Carvajal, et al., Phys. Rev. Lett. 81, 4660 (1998).
[8] A. Yamada, J. Solid State Chem. 122, 160 (1996).
[9] H. G. Schimmel, et al., Phys. Rev. B 63, 214409 (2001).
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8/20 〜 24
9/21 〜 24
9/25 〜 29

【2008 年】

3/23 〜 26
9/20 〜 23
9/20 〜 23
7/21 〜 25
未定

会議の名称・開催場所・URL
日本物理学会 2007 年春季大会（物性）
鹿児島大学 郡元キャンパス
日本物理学会 2007 年春季大会（素・核・宇）
首都大学東京 南大沢キャンパス
The International Conference on Strongly Correlated Electron Systems (SCES’07)
Houston, Texas, USA, URL: http://sces07.rice.edu
International Nuclear Physics Conference (INPC 2007),
Tokyo, Japan, URL: http://www.inpc2007.jp/
International Conference on Muon Catalyzed Fusion and Related Topics (MCF-07)
Dubna, Russia, URL: http://theor.jinr.ru/~mcf07
24th International Conference on Defects in Semiconductors (ICDS-24)
Albuquerque, New Mexico, USA, URL: http://icds24.org
XIV International Conference on Hyperfine Interactions & XVIII International
Symposium on Nuclear Quadrupole Interactions (HFI2007)
Iguazu Falls, Brazil, URL: http://www.fisica.unlp.edu.ar/hfi2007/indix.html
8th International Conference on Spectroscopies in Novel Superconductors (SNS2007)
Sendai, Japan, URL: http://sns2007.imr.tohoku.ac.jp/
日本物理学会第 62 回年次大会
北海道大学
7th International Symposium on Crystalline Organic Metals, Superconductors
and Ferromagnets (ISCOM2007), URL: http://www.icmol.es/iscom2007/
Peniscola, Spain
日本物理学会第 63 回年次大会
近畿大学
日本物理学会 2008 年秋季大会（物性）
岩手大学
日本物理学会 2008 年秋季大会（素・核・宇）
山形大学
11th International Conference on Muon Spin Rotation, Relaxation and Resonance (μSR08)
開催場所：つくば
25th International Conference on Low Temperature Physics (LT25)
Leiden, Netherlands

プロポーザル予定
理研 RAL ミュオン施設
年 2 回募集
プロポーザル締め切り：未定、課題審査会：2007 年 7-8 月開催予定
http://riken.nd.rl.ac.uk
ISIS ミュオン施設
年 2 回募集
プロポーザル締め切り：2007 年 4 月 16 日、課題審査会：2007 年 4 月開催予定
http://www.isis.rl.ac.uk
TRIUMF
年 2 回募集
次回は未定（例年 6 月プロポーザル締め切り、6 月に審査会：テレビ会議による発表が可能）
http://www.triumf.ca/tug/eec.html
PSI
年 1 回募集
次回は未定 ( 例年 12 月プロポーザル締め切り、1 月に審査会 )
http://lmu.web.psi.ch/news/news.html
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日本中間子科学会事務局からのお知らせ
・2007 年度会費納入のお願い
日本中間子科学会会員各位におかれましては、2007 年度の会費を下記の宛先まで納入して頂
きますよう、よろしくお願い申し上げます。
正会員

３, ０００円

学生会員

１, ５００円

会費はもよりの郵便局で同封の払込取扱票を用いて振り込んでいただくか、或いは指定の銀行口
座にお振り込み下さい。
（なお振込手数料は各自でご負担頂くようお願い申し上げます。
）また、
御関心のある方々、新しい大学院生に新規加入をお勧め下さい。
【郵便局】

【銀

行】

口座番号

：00130-0-355770

口座種類・番号：（普）1371562

口座名義

：日本中間子科学会

口座名義

：日本中間子科学会 会計 三宅康博

銀行・支店名

：常陽銀行 大穂支店 (125)

加入者振込局：大穂郵便局

・インフォーマルミーティング開催のお知らせ
日本物理学会 2007 年春季大会期間中に、鹿児島大学 XE 会場・首都大学東京 SE 会場にて、イ
ンフォーマルミーティングを開催します。J-PARC の建設状況、RIKEN-RAL や日本原子力研究
開発機構先端研の状況等についての情報交換を行いますので、入会希望の方もお誘い合わせの上
御参集下さい。
なお、当日は本機関誌を御持参下さい。
日程および場所
・インフォーマルミーティング（鹿児島大学 郡元キャンパス）
3 月 18 日（日） 18:00 〜 20:00 XE 会場
・インフォーマルミーティング（首都大学東京 南大沢キャンパス）
3 月 27 日（火） 18:00 〜 20:00 SE 会場
予定議題

・活動報告／新会長および新執行部紹介
・高エネ機構、理研、原子力機構先端研からの報告
・今後の活動計画
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・会員登録変更届提出のお願い
本会に入会御希望の方、所属、電話番号等の連絡先に変更のある方、あるいは卒業等で登録を
抹消される方（この場合は指導教官等代理人）は、以下の会員登録変更届を連絡会事務局まで御
送付ください。
宛先：高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所
日本中間子科学会事務局（ミュオン科学研究施設内）
FAX

029-864-5623 （TEL 029-864-5604）

日本中間子科学会

会員登録変更届

新規・変更・抹消 （いずれかを○で囲んでください）

ふりがな

会員名：

官職・役職・学年：

所属：

連絡先住所：〒

TEL：

FAX：

e-mail：

専門分野：

生年月日：

所属学会等：

54

「めそん」No.25, 2007 年

春

お知らせ

日本中間子科学会会則

第一章

会において理由を挙げて本会の会員とし

総則

て適当でないと決議された会員を退会さ
第一条

せることができる。

：本会は、日本中間子科学会という。

第二条 ：本会は、ミュオンおよび中間子ビームを

第十三条：既納の会費は、いかなる理由があっても
返却しない。

用いた 研究（以下ではこれを「中間子科
学」と呼ぶ）の推進のために、会員相互
の交流をはかるとともに、
「中間子科学」
を発信・啓蒙して行く事を目的とする。
第三条

第三章

会長、副会長、運営委員、会務

：本会は、前条の目的を達するために次の
ことを行う。

１．「中間子科学」関連施設に対する会員の要望
をとりまとめ、意見を代表する。
２．「中間子科学」の将来計画の検討と提言。

第十四条：本会には、会長一名および副会長三名を
置く。会長、副会長の任期は二年とし、
会長、副会長は再任を妨げない。
第十五条：本会には、任期を二年とする運営委員

３．会誌の発行と会員相互の情報交換。

十四名で構成される運営委員会を置く。

４．国内外の中間子科学関連施設利用のための情

運営委員は再任を妨げない。会長はそれ

報提供および研究者・組織との交流・協力
５．隣接する学協会との交流・協力

以外に事務局を構成する三名以下の運営
委員を選ぶことができる。

６．その他本会の目的を達成するために必要な事業。 第十六条：十四名の運営委員は、細則に決める方法
第四条

：この会則の実行に必要な細則は、別に定

によって会員の中から選出する。
第十七条：会長・副会長は運営委員会において互選

める。

により選出する。
第二章

第十八条：会長は、本会を代表し、会務を総理する。

会員

会長は、総会、運営委員会を召集して、
第五条

：本会の会員は、「中間子科学」に関心を
もつ個人とする。

第六条

：会員として入会しようとする個人は、会長

その議長となる。副会長は、会長を補佐
し、会長に事故があったときは、その職
務を代行する。

に申し込みその承認を得なければならない。 第十九条：会長は、会計委員、会誌編集委員長、庶
第七条

：会員は、細則に定める会費を納めなけれ
ばならない。

第八条

：会員は、本会の催す各種研究会、会合に
参加することができる。

第九条

：会員は、本会の会誌に投稿することがで
きる。

第十条

務委員長を決める。それらの委員は運営
委員である必要がある。
１．会計委員は、会費を徴収し、会の会計事務を
担当する。
２．会誌編集委員長は、会誌編集委員会を組織し、
会誌編集を行う。

：会員は、総会、運営委員会において、本

３．庶務委員長は、庶務委員会を組織し、研究会

会に関する意見を述べることができる。

の開催、会誌の発行、
「中間子科学」を普及

第十一条：会員は、会長に文書で申し出て退会する
ことができる。
第十二条：会長は、会費を滞納した会員、または総

するための講習会等の一般事務を行う。
第二十条：会長は、総会において毎年、その年度の
会計報告を行い、その承認を得なければ
ならない。
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第四章

総会および運営委員会

第二十一条：総会は、通常総会と臨時総会とする。
通常総会は、毎年一回開く。
臨時総会は、次の場合に開く。
１．会長が必要と認めたとき。

付記
１．（中間子科学連絡会から日本中間子科学会への
移行）
(1) 本会則は、平成 18 年 9 月 24 日から、施行される。
(2) 会長、副会長、運営委員、会計委員、会誌編集

２．運営委員会の決議によって必要と認めたとき。

委員長、庶務委員は、中間子科学連絡会におけ

３．会員の 10 分の 1 以上からあらかじめ議事内

る任期である平成 19 年 3 月 31 日まで継続して、

容を示して請求があったとき。

その役目を遂行するものとする。それまでに会

第二十二条：運営委員会は、必要に応じて、会長が

長は選挙委員会を組織し、新しい運営委員を選

召集して開催される。委員の過半数の出
席をもって成立する。 委任状によって

出するようにする。
２．運営委員会には関連研究所の長をオブザーバー

出席にかえることもできる。

として招待する事ができる。

第二十三条：運営委員会は、次の事項を審議する。
１．会則と細則に定められた審議事項。
２．総会で審議する議案の立案。

細則

３．会誌の編集方針。
４．「中間子科学」関連施設の共同利用に関する
事項。
５．会員から提出された議案。
第二十四条：総会、運営委員会の議決はその出席者
の過半数の賛成を得て承認される。

第一条：入会手続き
本会に入会する際には、所定の用紙に記入
し、事務局に提出する。所定の用紙は事務
局より入手できる。
第二条：会員名簿
事務局は会員名簿を整備し、定期的にその
更新を行う。

第五章

会則の変更ならびに解散

第三条：運営委員の選出
運営委員は、会長の指名による三名によっ

第二十五条：会則の変更は、運営委員会において 3

て構成される選挙管理委員会が 管理する

分の 2 以上の委員の参加のもとで議決

選挙によって会員のなかから選出される。

し、総会の承認を経て決定される。

但し、選挙権・被選挙権をもつ会員は、大

第二十六条：本会の解散は、運営委員会において 3

学院修士課程を修了または同等以上あるい

分の 2 以上の委員の参加のもとで議決

は現在修士課程に属していることとする。

し、総会の承認を経て決定される。

第四条：会費
会費は正会員、年額 3,000 円、学生会員、
年額 1,500 円とする。
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2） 読者便り（内容に特に制限なし、但し会員の多

2006 年度

くが関心を持つと思われるもの）

日本中間子科学会 会計報告

3） トピックス（最近の研究で大きな進展のあった
話題、できればミュオン利用に関連したもの）
4） 会員からのお知らせ（学術的会合その他行事予定）

2006 年度 中間子連絡会への会費を納入くださり、

これらの各欄に対応する話題をお持ちの方（自薦、

ありがとうございました。131 名の会員のうち、69 名

他薦を問わず）はぜひ編集委員へご連絡ください。

（うち学生 2 名）の方々に会費を納入をしていただき

また、特集記事に関しても要望等をお寄せ戴ければ
積極的に対応していきたいと考えております。

ました。

また、「めそん」編集部では、ミュオンを用いた
研究に関する皆様の学会発表等の内容を「めそん」

１）収入の部
会費納入総額（前年度分会費含む） 150,000 円

誌上にあらかじめ掲載させて頂き、もって会員相互

426,382 円

の情報交換の一助としたいと考えております。そこ

576,382 円

で国際会議、物理学会、化学会その他学術的会合に

昨年度繰り越し金
計

てミュオンを用いた実験研究の成果、またはそれに
関連する仕事（理論研究等を含む）の発表を予定さ

２）支出の部

れておられる方は、その発表内容に関する学会予稿

日本中間子科学会新規口座開設費

1,400 円

運営委員選挙費（切手代）

4,240 円 （あるいは同程度に纏まった abstract 等）で cameraready のものに、発表を予定しておられる会合名等

平成 18 年度ミュオン共同利用実験

成果報告会（お茶代） 2,926 円

の情報（発表日時、場所）を左上隅に明記の「めそ

4,700 円

ん」編集部までお送りください。編集部で検討の上

会費振込手数料

「めそん」誌上に掲載させて頂きます。
563,116 円

次年度繰越金

576,382 円

計

以上

「めそん」の原稿
「めそん」は DTP ソフトの一つである InDesign
(Adobe Systems Inc.) を用いて版下を製作し、その出
力をそのままオフセット印刷で発行しております。
そこで原稿作成に際しては次の諸点に御留意ください。
1） 一般のワープロ等を使用する場合：
テキスト原稿はワープロを用い、見出し等のレイ

編集部からのお知らせ

アウトは最小限に留めてください。英数字（ギリシ
ア文字等も含む）は、出来るだけ半角文字をお使い
下さい。本文の図についてはすべてテキストとは別
に EPSF か TIFF 形式で用意し、テキスト原稿とと

「めそん」への投稿

もに電子情報として（電子メールで）編集委員まで

「めそん」
は日本中間子科学会の機関誌で、連絡会、 提出してください。レイアウトは編集部の方で行い
各施設からのお知らせ、特集記事など会員に有用な ます。（編集部ではこちらを推奨します。）
情報の提供を目指すとともに、会員相互の情報交換
の場としても積極的に活用していただくことを目標
にしております。

2） LaTeX を使用する場合：
DTP ソフトでは対応出来ませんので図も含めた
レイアウトはすべて著者の方で行って頂きます。レ

さて、「めそん」では従来より会員諸氏からの投

イアウトについては今号を参照して下さい。また、

稿を歓迎しておりますが、投稿をより容易にするた

投稿に際しては LaTeX のソースも含めてすべての

めに、以下のような欄を設けております。

ファイルを電子情報として提出してください。

1） 研究会・ワークショップ報告（会員が参加し、
有意義と思われた会合について）
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＜編集後記＞

「中間子科学連絡会」は、2006 年秋から「日本中間子科学会」と名称を変え、新たなスタートを切りま
した。それに伴い会誌も表紙を少しだけ変えてみました。
今号ではミュオンを用いた素粒子、原子核研究を取り上げております。本当はここには極めて広い内容
が含まれ一括りにするものではないのでしょうが、敢えてまとめてみたことと、非会員の方にも記事を寄
せていただきましたため、普段あまり知る機会がない研究についても触れられたのではないかと思います。
「日本中間子科学会」には実に内容豊かな研究が含まれており、折に触れ紹介していきたいと考えており
ます。
「めそん」では随時皆様からのご意見、ご寄稿をお待ちしております。今後も会誌を通じての分野の発
展にご協力賜ることを切に願う次第です。なお、今回もレイアウト等につきましては引き続き KEK の市
村規子さんに行っていただきました。(WH)

日本中間子科学会誌「めそん」 2007 年春号（通巻 25 号）

＜編集長＞

日本原子力研究開発機構先端基礎研究センター

髭本

亘

higemoto.wataru@jaea.go.jp
＜副編集長＞ 理化学研究所仁科加速器研究センター岩崎先端中間子研究室 松田恭幸
matsuday@riken.jp
＜編集委員＞ 高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所

幸田章宏

coda@post.kek.jp
東北大学大学院工学研究科応用物理学専攻

足立

匡

adachi@teion.apph.tohoku.ac.jp
お茶の水女子大学 学術・情報機構
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