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編集部より
皆様に 2010 年秋号をお届けいたします。昨年に

【研究室訪問：我らが研究室へようこそ】におい

引き続き 2010 年にも中間子科学会にとってうれし

ては、原子核分野から大阪大学の三原さんに執筆を

いニュースがありました。まずは J-PARC の三宅グ

依頼いたしました。三原さんは阪大のバンデグラフ

ループによる加速器科学研究奨励会授賞です。ま

や理研の RIBF，理研 RAL など世界各地のミュオン

た、理研 RAL ミュオン施設が 20 周年という節目

施設を用いて幅広い実験を行うなど、多くの加速器

を迎え、7 月にはさらなる 7 年半の契約延長を果た

施設での実験経験を豊富に抱える若手研究者です。

しました。理研 RAL ミュオン施設は原子核・物性

原子核分野と物性分野をまたにかける研究室がどの

の両分野にわたってこれまで多くの業績と研究結果

ような雰囲気であるのか是非お楽しみください。

を生み出してきました。今後は J-PARC が日本の中

【世界のミュオン施設を利用して】はスイス PSI

間子の世界をリードしていくなか、理研 RAL ミュ

研究所を用いた経験を理研の石井さんに執筆をお願

オン施設の運営形態にさまざまな状況が考えられま

いいたしました。石井氏は高圧のスペシャリスト

すが、これまでの経験と実績をもとに施設の特殊性

であり PSI においても高圧下 µSR を実施してきま

を生かした新たな展開がおとずれることを期待して

した。また、理研 RAL においてもガス加圧型高圧

おります。これらの記事は、今号の【プチ特集】と

µSR を開発するなど、特殊実験環境に長けた若手研

して扱わせていただきました。

究者です。どのような特殊な技術をどのように楽し

今号においては、このようなミュオン施設へのう
れしいニュースを機として、さまざまな方面で計画

むか、皆様も是非お楽しみください。
（理化学研究所：渡邊功雄）

または準備が進行しているミュオン科学に関する先
端的研究計画を【特集】といたしました。いろいろ
な方々が夢と希望をもって参画し、努力を通じて形
をなそうとしているさまざまな研究計画。特に原子
核・素粒子方面においてこのような将来的計画が多
く見受けられます。これらの計画を特集としてまと
めてみなさんに広報することで、現在の中間子科学
のさまざまなアクティビティを感じていただけるこ
とを期待しております。
【若手紹介：Professional へのスピリッツ】とし
ては、原研先端基礎研究センターの二宮氏に原稿を
依頼いたしました。物性研究者の方々にはあまりな
じみのない負のミュオンの活用法に関して原稿をい
ただきました。組成分析等、さまざまな分野でのミ
ュオン関連の若手の活躍を実感してください。この
文章が読者の皆様の新しい情報源になることも併せ
て期待いたします。
更に中間子科学連絡会として『若手奨励賞』をこ
のたび設立いたしました。若手の方々をエンカレッ
ジして中間子科学会を盛り立てていくことが目的で
す。今号に初めてその案内を掲載いたします。自薦
他薦、是非ご応募ください。
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議事録

物質生命科学研究」の作成とマスタープランへの掲
載について報告があった。

日本中間子科学会
総会議事録

・配布資料に基づき、理研 RAL ミュオン科学実験
施設の平成 22 年 10 月から 7.5 年間の契約更改に
関する、理研仁科加速器センター延與センター長へ
の要望活動について報告があった。
・配布資料に基づき、文科省基礎基盤研究課量子放
射線研究推進室（量研室）小酒井加速器科学専門官

日時：2010 年 3 月 21 日 18 時～ 20 時

との面談について報告があった。

場所：岡山大学 GC 会場

・以上の要望書等（対ＫＥＫ，理研、学術会議）に

出席者：

ついて、総会において事後承認した。

29 名（以下、敬称略）

１．鳥養会長挨拶

３－２．事務局からの報告（石田）
・めそん報告資料に基づき、平成 21 年度の会計報

２．議長に中野、書記に幸田を選出

告があった。
・秋の分科会でのインフォーマルミーティングにつ

３．委員会報告

いて、物性分科会のみで実施する方向で検討してい

・席上配布資料を確認

るという報告があった。

３－１．日本中間子科学会運営委員会（鳥養）

３－３．KEK 物構研運営会議（門野）

(1)

・J-PARC の運転状況についての報告があった。

総会およびインフォーマルミーティングの日

取りについて

・物構研サマーチャレンジの企画と、日本中間子科

拡大物性委員会、原子核談話会との調整でこれま

学会の後援を申請する方針について報告があった。

で学会２日目に固定してきたが、構造物性ＩＭとの

・ J-PARC MLF の PAC に つ い て、 今 年 度 下 期

調整で、今後、変更となる場合もあるので留意して

2010B から一般課題の審査が合同開催となる、と

ほしい、関連するＩＭ等の情報を事務局に早めに知

の報告があった。

らせてほしい、との注意喚起があった。

・来年度予算について、Super KEKB が平成 22 年度

(2)

だけ施設整備費の上積みが認められたので、この上

運営委員会報告

平成 21 年 8 月 22 日

積みによる浮いた分を利用して超低速ミュオンの先

議題

頭部（湾曲ソレノイド）をつくる計画があるとの見

・若手奨励賞の実施について

通しが示された。J-PARC センター内の合意を経て、

・J-PARC ロードマップについて

KEK 機構長のヒアリングも通った。ただし平成 22

平成 22 年 1 月 13 日

年度のみの予算措置であり、翌年度以降の保障はな

議題

い。しかし建設途中で中断となる事態はないのでは、

・物構研戦略会議に提出する意見について

という見通しである。

・若手奨励賞について
・総会の議題について

３－４．KEK 物構研 J-PARC ミュオン戦略会議（門野）

(3)

・H ラインを用いた実験提案があった。物構研所長

要望活動について

・配布資料に基づき、超低速ミュオンビームライン

のもとに諮問委員を設置し、議論がなされた。結論

の早期建設に関する、KEK 鈴木機構長、髙﨑理事、 は「仕様の変更は可であるが、ミュオン施設の施設
神谷理事への要望活動と、その後の経緯について報

整備計画（ロードマップ）のプライオリティは崩さ

告があった。

ないように」というものであった。

・配布資料に基づき、日本学術会議の大型研究計画
に関する「高強度パルス中性子・ミュオンを用いた

2

これに関連して席上配布資料「MUSE 実験施設 H
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ラインの整備計画」を説明（三宅）

４．研究施設報告

・現状、4 件の実験提案がある。

４－１．J-PARC

・先頭の MIC ソレノイドを設置しても高温高圧 µCF

・RFQ トラブルによるビーム停止は改善がみられ、

以外の実験には適合できる。

現状、120kW の安定供給が続いている。

・高温高圧 µCF は既存の D ラインでも実施可能。

・D ラインの DC セパレータを口径の大きいものに

MUSE 報告（三宅）

交換した。
３－５．J-PARC 利用者協議会（西田）

・以上のような改善もあいまって、ミュオンビーム

日程調整がつかずまだ開催されてない。

強度の記録を達成することができた。プレス発表を
おこない、読売新聞茨城版に掲載された。

３－６．J-PARC 物質・生命科学実験施設利用委員

・スペクトロメータは旧来のままである。1 点にか

会（杉山）

かる測定時間は約 15 分（髭本）。

・ビーム運転の現状について報告があった。

・U ライン建設の頭出しにこぎつけた。J-PARC 低

・一般課題審査 2010A の結果について報告があっ

温セクションとの協力関係を築いている。

た。ビームタイムは計 50 日で、うち 30 日をユーザー

・D1 と D2 にビームを振り分けるためのキッカー

に割り当てる。なお申請された課題のリクエストの

を製作中である。KEK 素核研の小関氏とのコラボ

合計は 74 日であり、課題審査においては一人でも

レーションによるものである。セプタム電源を来年

多くのユーザーにビームタイムを割り当てる充足率

1 月に設置したいと考えている。

重視の方針であったとの説明がなされた。
・プロジェクト課題について申請窓口を一本化する

４－２．KEK 報告（門野、三宅）

との説明があった。

・MuSAC 2010 が開催された。KEK 物構研の外部

・中性子で 4 件のビームライン建設の申請があった。 評価委員会と従前のミュオン科学検討委員会をかね
ている。海外共同利用の成果についてもレビューを
３－７．J-PARC 利用者懇談会（鳥養、杉山）

おこない、好評を博した。

・理事改選があった。

・居室の東海 1 号館への引っ越しを実施している。

・3/30 利用者懇談会総会が第 1 回 MLF シンポジウ

・小嶋准教授、ポスドクの増田氏が着任した。

ム期間中に開催される。

・茨城量子ビーム研究センター 4 階にユーザーのた

・分科会活動について、中性子では活発に開催され

めの部屋があるので利用してほしい。

ているが、これまでミュオンの方はそうでなかった。 質問：ユーザーの移動手段として共通の車を利用で
そこで分科会活動の位置づけとして、理研シンポジ

きるようにならないか（鳥養）

ウムに協賛することとした。

回答：自転車ならユーザーズオフィスで借りられる

・要望書を J-PARC センター長宛、提出した

が、自動車は難しい（三宅）
・MLF のとなりに売店ができる。おそらく 7 月か

これに関連して第 1 回 MLF シンポジウムの開催に

ら営業開始。

ついての説明（髭本）
・3 月 29 日～ 31 日に茨城量子ビーム研究センター

４－３．原研報告（髭本）

（東海村）で開催される。

・先端研の国際シンポ ASR2009 が開催された。

・ユーザーから施設に対して要望を述べる場も設け

・センター長が籏野氏から現、東北大金研の前川氏

られる。

に交代となる。
・来年度からは NMR と同じグループとして活動を

３－８．仁科加速器研究センター供用促進委員会（門

スタートする。

野）

・現ポスドクの伊藤氏が 4 月から職員として採用と

・延與センター長は理研として J-PARC センターに

なる。定員はかわらず。

参加する意向を持っているという。いずれ本格的に

・伊藤氏から挨拶。

意見交換の場がもたれるだろう。
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議事録

４－４．理研 RAL 報告（松崎）

・鈴木機構長から T2K と超低速ミュオンについて

・MLPAC が開催された。

特に言及された。

・ビームタイムは順調に進行中である。
・ポート 4 の新スペクトロメータのコミッショニン

質問：MuSAC の位置付けは？（松崎）

グを実施している。ポート 4 とポート 2 の同時運

回答：MuSAC は IAC のサブ委員会（門野）

転も近々、実施する予定である。
・加速器が 9 月からシャットダウンとなる。そのた

５．審議、意見交換

め 3 月の MLPAC については延期。次回は 12 月に

５－１．日本中間子科学会若手奨励賞創設と規定に

開催の予定である。10 月位に告知をおこなう。

ついて（小池）（席上配布資料）

・4 月から 2 回のビームタイムを予定している。

・1/13 開催の運営委員会でこの規定案を承認した。

・理研シンポジウムを開催した。

・規定の制定が年度末になってしまったため、第 1

・最近、実施された実験の紹介として「レーザー照

回目だけは対象者を学位取得後 11 年以内のものと

射 µSR」「フレミング氏、石田氏によるミュオニウ

してはどうか、という提案をしたい。

ム実験」「圧力下 0.7GPa での µSR 実験」が紹介さ

・これにともない細則の公募方法の括弧がき（平成

れた。

21 年度に限り…）は削除され、平成 22 年度から

・最近の実験機器の開発内容として「高圧 µCF 用固
3

体ターゲット開発」と「 He フライパスクライオス

の開始となる。
・実施スケジュールについて席上配布資料を説明。

タットの開発」が紹介された。後者については試料
サイズについての質問があり、約 20mg(5mm φ )

質問：規定では学位未取得のものについて年齢の制

との説明があった。

限はないように読めるが（松田）

・次期、国際協力協定は 2018 年 3 月（理研第 3 中

回答：意図としてはマスターの学生も対象とするも

期計画のおわり）までである。理研内部では承認済

のである（小池）

みで、7 月に理事長が渡英して調印の予定である。

質問：複数回の受賞はありうるか？（佐藤）
回答：規定第 3 条により、ない（小池）

ここで先の委員会等報告の追加として、鳥養会長か
ら以下の報告があった。

一同、拍手をもって規程及び実施細則を承認した。

４－５．MuSAC 報告（鳥養）

５－２．J-PARC MUSE ロードマップについて（鳥養）

・Morenzoni 氏を委員長として、日本からの委員は

・先の要望書の段階ですでに承認をもらっていると

秋光、篠原、鳥養、網塚の各氏。

いうことなので審議終了。

・海外利用をサポートしたことについて好評であっ
た。

５－３．日本中間子科学会の活性化について（鳥養）

・委員の中には、まずは汎用のビームラインの建設

・広報活動に力をいれたい。ホームページの改革は

を急いで成果をあげることにより今後の施設拡充の

小嶋副会長が実施中。

ための予算をとるべきでは、という声もあった。ロー

・若手奨励賞を創設した。

ドマップの意味について話し合いを重ねることで合

・ほかに提案があればぜひ言ってほしい。

意は得られたが、外部資金獲得のためユーザーコ
ミュニティーで努力することが答申に書き添えられ

５－４．科研費等大型資金への共同申請について

ている。各ユーザーにはこの方向でのなお一層の努

・現在、申請中の新学術領域研究については特に報

力をお願いしたい。

告する内容はない（西田）
・これから立ち上げるものについて意見交換する機

４－６．IAC 報告（鳥養）

会ととらえてほしい（鳥養）

・White 氏を委員長として、日本からの委員は福山、
田中、鳥養の各氏。
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５－５．シンポジウム企画について
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・加速器科学奨励賞の受賞記念シンポジウムを考え
ている。近日中に決定。（門野、三宅）
・超低速ミュオンについてのシンポジウムを企画し
たい。学会のシンポジウム講演ではなく独立したシ
ンポジウムを考えている。超低速ミュオンについて
のよい宣伝アピールの機会ととらえている。（鳥養）
提案：MLF 利用者懇談会の分科会として最適なテー
マでは？（松田）
・J-PARC MUSE もそろそろ共同利用の成果発表会
を考えている（門野）
提案：理研と合同で中間子科学会としての成果報告
会を開催してはどうか？若手奨励賞の受賞講演もそ
の場がふさわしい。いわば中間子科学会の学会を開
催するようなものである。（松田）
この提案に対して：
総論はもちろん賛成。それぞれの施設の立場がある
のも事実であり、簡単に返答はできない（三宅）
それぞれの施設で成果発表会を開催することもミュ
オン以外の参加者が見込めることもあり、意義は十
分ある（松田）
以下、活性化についての自由討論。
・前回の特定領域以降、新たな人を巻き込む動きが
あまりなかった。新学術領域はよい契機となるだろ
う。今後も定期的にシンポジウムを開催していく努
力を続けなければ。（西田）
・永嶺氏のブルーバックスの改訂版の出版を要請し
た。出版社と検討中。（鳥養）
・西田教科書は現状、絶版。あたらしい企画がある
ことはある。（西田）
・成果をだしていくことがよい活性化につながる。
（横山）
・学会で領域をつくってはどうか。働きかけでどう
にかなるようにも思う。（増田）
コメント：量子ビーム領域の中にミュオンカテゴ
リーを作ることについてはすでに今回の学会から働
きかけを行っている。（三宅）
以上
（文責：幸田）
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お知らせ

2) 対象とする論文の筆頭著者であること。ただし、

【若手奨励賞の制定と
公募のお知らせ】

共著者がアルファベット順に記載されている場合
は、論文の主要執筆者であること。
２．応募方法
自薦または他薦による。
３．提出書類

日本中間子科学会では、このたび、中間
子科学の発展に貢献しうる優秀な論文を発
表した若手会員を称え、学会をより活性化
するために、「日本中間子科学会若手奨励
賞」を制定しました。表彰の対象は、博士
の学位取得後 10 年以内の会員（博士の学
位未取得者も含む）で、毎年 2 名を上限と
して選出します。授賞式は総会にて行い、
受賞者には、総会において受賞記念講演を
行っていただきます。詳細は、下記の「日
本中間子科学会若手奨励賞規定」、「日本中
間子科学会若手奨励賞細則」、および、「日
本中間子科学会若手奨励賞実施スケジュー
ル」をご覧下さい。今年度より実施いたし
ますので、下記の公募要領にしたがって、
ご応募下さい。自薦、他薦いずれでも結構
ですので、多数の応募をお待ちしておりま
す。

募

要

2) 発表論文リスト
3) 受賞候補論文の別刷りあるいはコピー
4) 推薦（または自薦）理由書（2000 字以内。英文
も可）
４．提出方法
書類は、電子ファイル（PDF ファイルに変換し
たもの）を電子メールに添付して送付すること。そ
れができない場合は、電子ファイルをＣＤに入れて
郵送すること。書類受領後には、受領確認の電子メ
ールが応募者に送られるが、もし、受領確認の電子
メールが１週間以内に届かない場合には連絡を入れ
ること。
５．提出先
1) 電子メールの場合
日本中間子科学会

事務局

松崎禎市郎

jmeson-support@miles.riken.jp
2) 郵送の場合
〒 351-0198 和光市広沢２－１
理化学研究所

日本中間子科学会
会長 鳥養映子

公

1) 履歴書（博士の学位取得年月日を明示すること）

仁科加速器研究センター

日本中間子科学会

事務局

松崎禎市郎

封筒に「若手奨励賞応募書類在中」と朱書し、

領

１．表彰対象

簡易書留で送付すること。
６．締め切り
2010 年 11 月 30 日

中間子科学の発展に貢献しうる優秀な論文（1 編ま
たは複数の論文で、掲載決定済みの論文を含む）を
発表した本会会員であり、かつ本賞をまだ受賞して
いない者であって、以下の資格を有するものとする。

「日本中間子科学会若手奨励賞規定」

1) 応募年度の年度末の時点で、博士の学位取得後

第１条

10 年以内の者（博士の学位未取得者も含む）。ただ

対して行う表彰に関して定めたものである。

本規定は、日本中間子科学会が若手会員に

し、今年度に限り、博士の学位取得後 11 年以内の
者とする。
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第２条

本表彰は、中間子科学の発展に貢献しうる
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優秀な論文を発表した若手会員に対し「若手奨励賞」 1) 履歴書（博士の学位取得年月日を明示すること）
を授与し、その功績を称えることを目的とする。

2) 発表論文リスト
3) 受賞候補論文の別刷りあるいはコピー

第３条

表彰対象は、中間子科学の発展に貢献しう

4) 推薦（または自薦）理由書（２０００字以内。

る優秀な論文（１編または複数の論文で、掲載決定

英文も可）

済みの論文を含む）を発表した本会会員であり、か

提出書類は、電子ファイル（pdf ファイル）をＣＤ

つ本賞をまだ受賞していない者であって、以下の資

で会長まで郵送するか、あるいは、電子メール添付

格を有するものとする。

で、会長に送ること。

（１）応募年度の年度末の時点で、博士の学位取得
後１０年以内の者（博士の学位未取得者も含む）。

３．選考委員会

（２）対象とする論文の筆頭著者であること。ただ

選考委員会は、会長、副会長、および、会長が委嘱

し、共著者がアルファベット順に記載されている場

する若干名で構成する。ただし、受賞候補論文の共

合は、論文の主要執筆者であること。

著者は選考委員から除外される。

第４条

４．その他

表彰人数は、毎年２名を上限とする。

本細則の改正は、運営委員会の決議による。
第５条

受賞者には、会長名の賞状を授与し、副賞

を贈呈する。
第６条

受賞者は、受賞後の総会において、受賞記

念講演を行う。

「日本中間子科学会若手奨励賞
実施スケジュール」
１．募集の案内：会長名で、毎年 9 月頃出版される「め
そん」に公募文を掲載し、日本中間子科学会のホー

第７条

選考委員会は、応募者の中から受賞候補者

ムページにも公募文を掲載する。

を選出し、審査の経緯と推薦理由を運営委員会に文

２．募集締切日：毎年 11 月末日とする。

書で報告する。運営委員会は、選出された受賞候補

３．選考委員会の結成：会長は、毎年 12 月に、会長、

者を審議し、受賞者を確定する。

副会長および会長が委嘱する若干名で選考委員会を
結成する。ただし、受賞候補論文の共著者は選考委

第８条

本規定の実施に必要な事項を細則に定め

る。

員から除外される。
４．受賞候補者の決定：会長は、毎年 12 月～ 1 月
の期間に選考委員会を開催し、受賞候補者（上限 2

第９条

本規定の改正は、総会の決議による。

名）を選出する。
５．受賞者の決定：会長は、選考委員会終了後、運

付則

本規定は、平成２１年４月１日より施行する。 営委員会で審査の経緯と推薦理由を運営委員会に文
書で報告し、運営委員会は選出された受賞候補者を

「日本中間子科学会若手奨励賞細則」

審議し、毎年 2 月上旬までに受賞者を決定する。
６．応募者への通知：選考結果を毎年 2 月中旬ま
でに応募者または推薦者に通知する。受賞者には、

１．公募方法
会長が、毎年度１回、締め切り日の１ヶ月以上前

最も近い総会における受賞記念講演（15 分～ 20 分）

に、会誌「めそん」および学会のホームページに公

を依頼する。

募文を掲載する。

７．授賞式：会長は、賞状と副賞を準備し、最も近
い総会において授与する。

２．応募方法

８．受賞者の紹介：9 月頃出版される「めそん」と

応募は、自薦および他薦による。

日本中間子科学会のホームページにおいて受賞者を

提出書類

紹介するとともに、受賞記念講演の内容を掲載する。
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特集

ミュオンを用いた先端的研究開発・計画

超低速ミュオンビームを用いたミュ
ーオン双極子モーメントの精密測定

高エネルギー加速器研究機構
素粒子原子核研究所
齊藤直人
＝ゲルラッハの実験結果を説明する「招かれざる複
雑さ」として導入されたのがスピンである。さらに、
粒子の内部自由度であるはずのスピンは、空間回転
対称性の帰結である角運動量保存則に従う。ここで
1. はじめに
この原稿を書いているのは、記録的猛暑として

も空間の性質と粒子の内部自由度の間になんらかの
関連があることが示唆され、興味深い。

人々に記憶されることになるであろう 2010 年の夏

この項では、スピンと直接関係する物理量である

である。毎年、この時期になると自分の研究の意味

ミューオンの磁気モーメント、電気双極子モーメン

を問い返すことになる。我々の研究所では、この時

トの測定の新しい地平を切り開く可能性のあると自

期に大学生向けのサマースクールと一般向公開とが

負する新実験について紹介させていただく。

ある。サマースクールでは、今後研究者になろうか
と迷える子羊達にさらに大きな悩みを与え、一般公

2. 双極子モーメントとスピン

開ではそこで下は幼稚園児から上は老年のかたま

上述のように、スピンに直接結びつく観測量とし

で、多くの方に、「僕たちの研究」を説明する。こ

て、双極子モーメントがある。磁気双極子モーメン

こで紹介する双極子モーメントの精密測定は、これ

ト (μ )、電気双極子モーメント (d )、ともにスピン

までに無く説明が難しいと感じている。原子核・素

(s ) に比例する量である。すなわち電荷 q と質量 m

粒子を研究されている方ならば、誰しも経験するこ

を持つ粒子に対して、

→

→→

→

とであると思うが、「その研究は、何の役に立つの
か？」という質問に何度となく出会うことになる。
ここで紹介する研究は、ミューオンの基礎的な性

と表される。ここに、g とη は比例係数である。

質に現れる量子補正を、精密に検証しようというも

このように表されるのも、スピンだけが、粒子の方

のである。ミューオンの性質の中に、全ての物理が

向性を決めることの出来る量であるからである。粒

立ち現れるわけで、いわばミューオンという素粒子

子を静磁場 B 、静電場 E の下においた場合のハミ

の中に宇宙のすべてが埋め込まれている、と言える

ルトニアン H は、

かもしれない。しかし、それが日常生活に役に立つ
のか？
一方で僕自身にとって格別の興味を惹くのは、双

と表される。これらの物理量の時間反転、空間反転
にたいする変換性を表にまとめた。

極子モーメントと密接な関係にあるスピンの存在で
ある。物質の基本は、クォークとレプトンであるか
ら、全ての物質の基本はスピン 1/2 の素粒子にあ
ると言って過言ではない。スピンの起源はというと、
ディラックによる量子力学と相対性理論の融合にあ
り、ローレンツ変換を含むポアンカレ群の表現が内
包する自由度である。つまり、時空の包含する対称
性が生み出す新たな自由度として、またシュテルン

8

表

様々な物理量の時間・空間反転に対する変換性
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磁気双極子モーメントを含む項は、空間反転に対

ク・反クォークのループを形成するもの、さらにこ

しても時間反転に対しても符号を変えず、有限の値

れらの高次量子補正を行なった過程が寄与する。左

が存在することが許される。一方、電気双極子モー

から、量子電磁力学 (QED) の過程、二種類の弱い

メントを含む項は、空間反転にも、時間反転にも符

相互作用、そして一番右が強い相互作用の代表的な

号を変える。つまり、有限の値が観測されればパリ

ダイアグラムである。

ティが破れ、時間反転も破ると言うことである。
さらに CPT 定理 1 を仮定すれば、時間反転の破
れは直接 CP 非保存を意味し、その示唆するところ
は大きい。現在の宇宙は物質優勢であることが観測
からも証明され、その程度は WMAP の精密測定か
ら、
図1

ミューオン異常磁気モーメントに寄与す

る代表的なダイアグラム
と理解されている。一方、クォークレベルでの CP

電子の磁気モーメントには QED 以外の寄与は極

非保存を全て説明している小林＝益川理論の枠組み

めて小さい。従って、その精密測定は QED の結

-19

では、このバリオン非対称度は 10

程度と考えら

合定数である微細構造定数αのもっとも精度の良

れ、WMAP の測定との間には 10 桁の開きがある。 い決定に用いられている。その測定は、0.28 ppt
一方、ミューオンを含むレプトンに CP 非保存過程 (parts per trillion) という精度に及んでおり、その
があれば、大統一理論のエネルギースケール（~1016

測定に基づくαの決定精度は、0.37 ppb (parts per

GeV）を通じて、バリオンの非対称性、つまり物質

billion) という「脱帽」としか言いようの無い精度

優勢につながるというシナリオが描ける。

である。

1967 年にサハロフが提唱した物質優勢宇宙の成

一方、ミューオンの磁気モーメントの方は、質

立条件の一つは CP 非保存過程であり、小林＝益川

量が約 200 倍重いせいで QED 以外の寄与にも敏感

理論を超える CP 非保存の起源を見つけることは現

で、そのため新しい物理の探索に向いていると言え

代の素粒子物理学における重要課題である。いまだ

る。もちろん同じ論理でタウレプトンの方が新しい

に発見されていないレプトンセクターにその起源を

物理の寄与を受けやすいが、寿命が ~3 × 10-13 秒

求めるのは自然であり、ここで紹介する新技術を持

と短すぎて、磁気モーメントの直接測定には向かな

って挑戦するに値するテーマであると思う。

い。従って、ミューオンはその精密測定を通して新
しい物理をプローブする上で非常にユニークな位置

3. 標準模型における異常磁気モーメント

をしめていると言える。

荷電粒子の磁気モーメントは、光子と荷電粒子の
結合を測定するものである。実際には量子効果の為

4. BNL E821 実験

に、光子と荷電粒子に結合する全ての粒子の寄与

これまでにミューオンの異常磁気モーメントを最

を受けることになる。ミューオンの場合には、図 1

高の精度で測定した実験は、米国ブルックヘブン国

にあるようにミューオンに仮想光子を飛ばしたも

立研究所で行なわれた E821 実験である。その測定

の、または Z ボゾンを飛ばしたもの、ミューオン

精度は、0.54 ppm である。電子の場合のとてつも

が W ボゾンとニュートリノに別れ W が光子と結合

ない精度に比べると一見見劣りするように感じる

するもの、ミューオン間に飛んだ仮想光子がクォー

読者もおられようが、一つ注意を要する点がある。
それは、電子の場合は、直接の測定量が g であり、

1

CPT 定理の成り立つ条件は、１）ローレンツ不変

ほぼ２に近い値を測定しているのに対し、ミューオ

性 ２）相互作用の局所性 ３）Lagrangian のエルミ

ンの場合はこれから見るように直接の測定量を異常

ート性（確率保存）という極めて基本的な条件であ

磁気モーメント（~α/2π~0.00119）にすることで

る。
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一気に三桁の精度をゲインしている点である。従っ
て、E821 実験の精度は磁気モーメントの精度に
焼き直すと ppb レベルの測定である。
電子の測定が基底状態にある電子のスピンを高周
波でフリップして磁気モーメントを直接測定してい
るのに対して、ミューオンは蓄積リングに入れて周
→

回させその間のスピン歳差角周波数ベクトルωs と、
→

ミューオンのサイクロトロン角周波数ベクトルωc
の差を直接測ることで異常磁気モーメント部分に直
接感度のある実験になっている。
→→

静磁場 B の中で、質量 m、電荷 q の荷電粒子が
→

→

エネルギー mγで周回する際のωc とωs はそれぞれ、

図2

BNL E821 実験で得られた ”wiggle plot”。

ここにこの実験の長所・短所が集約されている。
である。周回中におこるミューオンの崩壊によりそ

3 GeV/c 程度のミューオンの生成法としては同程度

のスピンの方向を測ると言うことはこれらの周期の

の運動量のパイオンを補足し、その崩壊を待つ。つ

差を測定していることに対応し、その角周波数ベク

まり、二次ビームならぬ三次ビームを用いるわけで

トルは

ある。当然、そのビームは phase space において広
がっていて、蓄積リングで周回中に相当量を補足す
るには収束場を必要とする。一様磁場中での歳差周

となり、直接に異常磁気モーメント aµ を測定する

期測定が命であるこの実験において、収束場として

ことになるわけである。

磁場を用いるわけにはゆかず、従って電場を用い、

静磁場に加えて静電場も存在する環境では、

必然的にその効果を消せる魔法運動量を選ぶことに
なる。つまり、三次ビームとしてのミューオンを使
うということと魔法運動量の選択は強く結びつ
いているのである。

となる。ここで、BNL の実験は、CERN での実験に
倣い、いわゆる魔法運動量を選んだ。すなわち、

さらに電気双極子モーメント (EDM) が存在すれ
ば,

に相当する歳差運動を付加的に受けることになる。
→

→

→

とすることでβ × E の影響を受けない測定に持ち

つまり実験で測定されているのは、ω =ωa +ωη で

込んだのである。つまり、

あるが、E821 では、電子の EDM の実験的制限に
よりミューオンの EDM の寄与は無視しうるとして、
→

→

ωa =ω として aµ を抽出している。
とすることで、一様磁場中で歳差周期を精確に測れ
ば異常磁気モーメント aµ が精密にわかるという実

5. 新物理の兆候？

験にしたわけである。これは、非常に美しいアイデ

こうして求められた aµ は、標準模型の予言から

ィアであり、しばしば textbook experiment として

3.4 標準偏差ずれており、標準模型を超える物理、

取り上げられる所以である。

たとえば超対称性の存在を示唆しうるとして、大き

こうして測られたのが図 2 の ”wiggle plot” であ

な話題となっている。当然、更に精度を上げた実験

り、魔法運動量での寿命である約 60 マイクロ秒の

が求められている。理想としては、従来の方法を超

10 倍以上にわたって次第に崩壊しながら歳差運動

える手法の新しい測定があるべきである。

する様が見事に捉えられている。

10

この textbook experiment を超えるアイディアが
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ミューオンビームを創ることが出来れば、系統誤差
の多くは劇的に小さく出来そうであった。
更にそれを押し進めて、収束場が要らないほど真
っ直ぐなビームを創ることが出来れば、電場が要ら
ないのではないかと考えた。電場が無くなれば、

をあらゆる運動量で実現出来ることになり、いわゆ
る魔法運動量から解放される。仮にうんと低い運動
量で実験出来れば、磁石は小さくすることができ、
その場合磁場制御の精度は格段に高い物が期待出来
る。
一見素晴らしいが、それを実現する為には、周回
あるのか？ J-PARC での新しい物理実験を模索して

中に少なくとも検出器が覆うことの出来る程度の立

いた我々は、E821 実験の実験代表者の一人の働き

体角にビームが収まっている必要がある。蓄積リン

かけもあって、J-PARC に BNL 実験で用いた蓄積リ

グというと、衝突型加速器の場合、何百万回もビー

ングを運びこみ、約５倍程度の精度向上を目指す実

ムが周回する必要があるが、救いなのはミューオン

験を検討した。J-PARC 主リングのビームを位相空

が崩壊することである。せいぜい寿命の５倍程度の

間上で５つの島にわけて、バンチ数を実質的に５倍

時間、検出器が覆える範囲に留まってくれればよい。

に増やして、この実験に最適化したビームを作る検

検出器の範囲を 10 cm 程度と考え、300 MeV/c 程

討を加速器屋さんと共に検討したが、自分が生まれ

度で 3 T の磁場を考えると、周回半径は 33 cm と

る前から行なわれている実験手法を踏襲するという

なる。５倍程度の寿命では、約 10 km 程度ビーム

ことに起因する釈然としない気持ちを、周りの人々

が走ることになる。この間 10 cm までしか広がら

の励ましの言葉が後押しした。「齊藤さん、なんか

ない為には、

新しいことやらないとつまんないよ。」

σ ( pT ) / pL ≤10 cm/10 km ≈ 10-5

そんなおり、まったく大したことの無い理由で約

という条件を満たす必要がある。300 MeV/c の運

一週間の入院という “ チャンス ” が訪れた。病院に

動量に対して、3 keV/c である。これは、無理だと

駆け込む引き金になった痛みは現代医学のおかげで

思われた。

おさまり、あとは自分の身体の中で起こっている防

そんな中、理化学研究所の岩崎主任研究員がひょ

衛戦を静かに見守ることになった。おかげで、久し

っこり我々のオフィスに現れた。ポスドクの飯沼研

ぶりに心行くまで好きなことを考えることが出来

究員と私の３人で、この実験について雑談していく

た。

うちに、「そういうビーム出来るよ。」と言ってくれ

どんな美しい実験にも系統誤差はつきもので、そ

たのは岩崎さんであった。そのビームは超低速ミュ

こを克服することでブレークスルーをもたらすこと

オンビームのことであり、これが私にとって、超低

が可能になる、と思う。E821 実験の系統誤差は大

速ミュオンビームとの “ 第二種接近遭遇 ” であった。

きくわけて２つのことに起因する。一つは、パイオ

不覚にも、初めて超低速ミュオンビームの話を伺

ンが混じったビームを用いていた為に、蓄積直後の

ったときには、自分で使うことを全く想定していな

検出器がパイルアップを起こしていること。もう一

かった。いい加減にしか理解していない用語を知っ

つは、収束場に起因する物で、ベータトロン振動が

たかぶりで自分をだましていた為に、具体的なイメ

歳差周期に影響を与えているもの。もしも、純度が

ージを持つことができず、そのような状態では実験

高く、phase space 上でも広がりの小さい質の高い

への応用など思いつくはずも無かった。それが、超

「めそん」No.32, 2010 年

秋

11

特集

ミュオンを用いた先端的研究開発・計画

低速ミュオンビームとの “ 第一種接近遭遇 ” であっ

この実験は、J-PARC MR での原子核素粒子実験
を議論する物理諮問委員会 (PAC) に提案され、高い

た。
室温でミューオニウムを生成することが出来れ

評価を受けた。今後、物質構造研究所の PAC でも

ば、ミューオンの平均的運動量は 2.3keV/c であり、 議論して頂き、必要な手続きを踏んで、実現に近づ
これを余計な横運動量を与えずに 300 MeV/c まで

いてゆきたい。

加速出来れば、上で述べた夢のペンシルビームは実
現可能となる。
原稿の締め切りが過ぎているので、詳細はまたの
機会に譲るとして、実験の概要を述べる。
１）表面ミューオンを出来るだけ数多く実験エリア
に導く
２）ミューオニウムを出来るだけ密度高く真空中に
拡散させる
３）ハイパワーのレーザーでイオン化する
４）イオン化後のミューオンを横運動量を与えずに
300 MeV/c まで加速する
５）ソレノイド中に入射し、約 5,000 周にわたって
周回させ、崩壊陽電子を検出し wiggle plot を作る
最終的に実質４ヶ月のビームタイムで得られる ”
wiggle plot” をミュレーションに基づいて作った。
この実験の実現の為には、幾つかのチャレンジ

図4

シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ る 予 想 ”wiggle

plot”。実質４ヶ月のビームタイムで到達しう
る。

がある。その一つは、J-PARC での超低速ミュオン
ビームの実現である。このビームは、まさに日本
のミュオンチームが創り、発展させて来た技術を

6. 最後に
実験の詳細や、EDM の感度の話題など、時間的

J-PARC の大強度陽子ビームで開花させるもので、 制約で触れることが出来なかった。また、機会を頂
世界に誇るべき技術である。是非、実現に向けて協
力してゆきたい。
その上に、この g-2/EDM 実験を一日も早く実現

ければ、再度挑戦する所存です。
この原稿を広い心で待ち続けてくれた渡邊氏、石
田氏に感謝します。

し、基礎科学の進展に貢献したいと考えている。
著者専門分野：実験基礎物理
主な略歴・経歴
1995 年京都大学大学院理学研究科博士課程修了。
理化学研究所 研究員、同 副主任研究員、京都大学
理学部助教授を経て、2006 年より現職
現在の研究テーマ：核子のスピン構造研究、ミュー
オン双極子モーメントの精密測定など、スピンを用
いて自然界の対称性に関する研究を行っている

図3

超低速ミュオンビームを用いた新世代

g-2/EDM 実験の概念図
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新 し い DC ミ ュ ー オ ン 源：
MuSIC
大阪大学大学院理学研究科
佐藤 朗
て認定されており、MuSIC プロジェクトは、この
研究拠点計画が提示する研究の３本柱の内の一つと
して、プロジェクトの成功が期待されている。
本稿では、MuSIC プロジェクト全体を概説した
1. はじめに

後に、現在の状況と今後のスケジュールについて紹

日本初の連続時間構造を持つ大強度ミューオン

介する。

ビームラインが大阪大学核物理研究センター内に
建設中である。既に超伝導ソレノイド電磁石から

2. MuSIC 概要

大強度ミューオンビーム発生装置の主要部分が完

大阪大学核物理研究センターが有するリングサイ

成し、2010 年 7 月末に最初のミューオンビーム

クロトロンは、陽子を 400MeV まで加速でき、現

生 成 試 験 を 実 施、 現 在、MuSIC 装 置 全 体 の 完 成

在最大 1µA までの陽子ビームが利用可能である。

に 向 け て 準 備 を 整 え て い る。 こ の プ ロ ジ ェ ク ト

陽子ビームのビームパワーは高々 400W であり、

を MuSIC(MUon Science Innovative muon beam

これは J-PARC 物質生命科学実験施設の MUSE が

Channel) と呼び、大阪大学大学院理学研究科・久

利用する RCS 加速器の陽子ビームパワーのたった

野研究室を中心に核物理研究センターと高エネルギ

0.04%である。MuSIC では、この決して大強度とは

ー加速器研究機構の協力の下に進めている。特に、 言えない陽子ビームを利用して、世界最高強度の
核物理研究センターは、2010 年度より共同利用・ DC ミューオンビーム源の実現を目指している。そ
共同研究拠点「サブアトミック科学研究拠点」とし

の要の技術が超伝導ソレノイドを用いた大立体角パ

図１：MuSIC 全体の配置概念図
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イオン捕獲システムである。
従来のミューオンビーム供給施設では、下流の中

表１：J-PARC-MUSE と MuSIC の比較

性子実験施設などのからの要求によりミューオン施

MUSE

MuSIC

設における陽子ビーム損失に対する制約があり、二

場所

J-PARC

RCNP

次粒子生成標的の厚さや二次粒子捕獲用電磁石の仕

陽子ビームパワー

1000kW

0.4kW

様や配置に対する制約が大きかった。通常、捕獲用

ミューオンビーム強度

〜108/s

107〜108/s

電磁石は、陽子ビームへの漏れ磁場の影響を抑える

時間構造

パルス(25Hz)

連続

ために、生成標的からある程度距離を置いて設置さ

偏極度

高

工夫が必要

れる。例えば、J-PARC-MUSE では、ミューオン用

ビームライン数

複数本

１本

二次粒子生成標的における陽子ビームの損失は約 5
％であり、大立体角を誇るスーパーオメガチャネル
でも 2 次粒子捕獲の立体角は 400mSr 程度に制限

ぐための措置が必要など、従来のミューオン施設と

されてしまう。

異なる面もある。MuSIC と J-PARC-MUSE の比較を

一方、MuSIC では、リングサイクロトロンから

簡単に表１にまとめた。

の陽子ビームを MuSIC 稼働中の間は占有して使用

図１は MuSIC 全体の配置概念図である。装置全

することができる。これにより、パイオン・ミュー

体は、核物理研究センターの西実験室内に設置さ

オンの生成効率を最大限に引き出すシステムの設置

れる。図には大強度ミューオンビーム発生装置と

が可能である。厚い生成標的を用い、それを強いソ

それを使った実験・研究装置の概念図を示してあ

レノイド磁場内に設置することで、従来の施設の

る。ミューオンビーム発生装置部は、「パイオン捕

1000 倍以上の効率でミューオンを生成することが

獲部」と「パイオン・ミューオン輸送部」から構成

できる。

される。ここまでの部分は全て超伝導ソレノイド電

この新しいミューオン生成手法により、108 ミュ

磁石で形成される。二次粒子生成標的から後方へ放

ーオン / 秒のミューオン強度達成を目標としてい

出されるパイオンとミューオンを高ソレノイド磁場

る。この強度は、J-PARC-MUSE や PSI 研究所と同

で捕獲し、湾曲した輸送ソレノイドにより粒子の電

等である。この手法では、同時に使用できるミュー

荷と運動量を選択しつつ、実験エリアへと輸送す

オンビームラインは 1 つのみである。また、ビー

る。MuSIC で供給されるミューオンビームを使っ

ムサイズが大きく、ミューオンビームの偏極度を稼

て、荷電レプトン混合現象を探索（注１）などの素

図 2：2009 年度に建設されたパイオン捕獲部とパイオン・ミューオン輸送部 (36 度分 )
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粒子物理学実験、また、原子核、物性、化学の研究、

生成標的は直径 4cm、長さ 20cm のグラファイ

さらにミューオンを使った加速器開発などを実施す

トである。これを捕獲ソレノイド電磁石の中心、

ることを検討している。以下、各構成要素について

3.5 テスラのソレノイド磁場中に設置する。ソレノ

説明していくが、超伝導電磁石については詳細を省

イドはウォームボアであり、生成標的は陽子ビー

く。詳細が知りたい方は文献 [1] を参照して欲しい。 ムパイプとつながる真空中に置かれる。陽子ビー
（ 注 1）DC ミ ュ ー オ ン 源 で あ る MuSIC で は、 ム 1µA 時の生成標的への入熱は 100W であるので、
µ → eee 実 験 の 検 討 を 進 め て い る。J-PARC ハ ド

輻射による熱の放出で充分に冷却可能である。陽子

ロ ン ホ ー ル で 計 画 し て い る µN → eN 探 索 実 験

ビームは、捕獲ソレノイド電磁石の中心軸に対し、

COMET[2] は、大強度パルスミューオンが必要であ

水平方向に 22 度の角度をなして、捕獲ソレノイド

り、COMET 実験を MuSIC で行うことはできない。

と輸送ソレノイドの隙間から入射される。MuSIC
は、低エネルギーミューオンを用いる実験に最適化
されているため、後方に放出されるパイオン・ミュ

2.1. 陽子ビーム
MuSIC で 使 用 す る 陽 子 ビ ー ム の エ ネ ル ギ ー は

ーオンを捕獲する。前方に放出される大量の高エネ

392MeV である。第一段階では、電流値 1µA で運

ルギー粒子や標的を通過した陽子ビームはソレノイ

転する。最終的には 5µA 程度まで陽子ビームを増

ドへの入熱を避けて、前方下流に設置されてグラフ

強する計画である。リングサイクロトロンから取り

ァイト製のビームダンプで停止される。生成標的か

出された DC 陽子ビームは、新しく改造された陽子

らの放射線による超伝導コイルへの入熱を抑えるた

ビームライン（WSS コース）により MuSIC 装置へ

めに、超伝導コイルの内側に SUS 製の放射線シー

と導かれる。

ルドを設置する必要がある。このため捕獲ソレノイ
ドコイルの内直径 900mm となり、大口径の超伝導
ソレノイドとなっている。コイルサポートも含めた

2.2. パイオン捕獲部
パイオン捕獲部は、二次粒子生成標的、それを取

捕獲ソレノイド超伝導コイルへの平均的な入熱は、

り巻く SUS 製放射線シールド、大口径超伝導ソレ

陽子ビーム 1µA 時で約 0.6W である。超伝導コイ

ノイドにより構成される。この部分と次の輸送ソレ

ルは、液体ヘリウムを使わず、GM 冷凍機により運

ノイドの一部（３６度まで）は 2009 年度中に完成

転温度 4-6K まで冷却される。

している。その配置図面を図２に示した。また、パ
イオン捕獲部と輸送部の設計磁場分布を図 3 に示

2.3. パイオン・ミューオン輸送部
捕獲されたパイオンとミューオンは、10 ｍの長

す。

さの輸送ソレノイドにより実験装置へと輸送され
る。高い輸送効率を実現するために、超伝導コイ
ルの内直径は 480mm、ビームパイプの内直径で
360mm の湾曲型超伝導ソレノイド輸送ラインとな
っている。この部分の重要な役割は、粒子の電荷と
運動量を選択し、高純度のミューオンビームに加工
することである。湾曲したソレノイドビームチャン
ネル中を粒子が進むと、湾曲面の法線方向に粒子が
ドリフトすることが知られている。このドリフトの
向きと大きさは、粒子の電荷と運動量の大きさなど
による。さらに、ドリフト方向を平行成分の補正磁
場を加え、その向きと大きさを調節することにより、
輸送する粒子の電荷と運動量を選択することが可能
である。輸送ソレノイド部の 2 テスラのソレノイ
図３：パイオン捕獲部とパイオン・ミューオン

ド磁場、補正磁場強度は最大で 0.04 テスラである。

輸送部の磁場形状

補正磁場と運動量選択の関係は、次の第 2.4 章で述
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べる。
MuSIC の輸送ソレノイド最終デザインでは、回
転半径 3 ｍで 180 度の湾曲ソレノイドを建設する
計画である。2009 年度には、図 2 に示したように、
試作機的な意味合いも含めて、36 度分の輸送ソレ
ノイドを 2 台のソレノイド電磁石で実現している。
2.4. MuSIC で供給されるミューオンビーム
シミュレーション計算から予想される MuSIC ミ

図５：補正磁場 0.04 テスラの場合のミューオ

ューオンビームの性質について説明する。陽子ビ

ン運動量分布。（左）正電荷ミューオン、( 右 )

ームのエネルギーは 400MeV とし、グラファイト

負電荷ミューオン。正負で補正磁場の方向を逆

標 的 と 陽 子 ビ ー ム の 相 互 作 用 に MARS[3] を、 そ

転している。

の後の粒子トラッキングには G4Beamline[4] を用
いて計算を行った結果である。図４に示すように
MuSIC の輸送ソレノイド 180 度分の出口まで計算
に組み込んでおり、輸送ソレノイド終端でのミュー
オン性質について、見てゆくことにする。
前述のように、ミューオンビームの性質は、補正
磁場の設定に依存する。まず、図５は典型的な設定
である補正磁場 0.04 テスラの場合のミューオンの
運動量分布である。補正磁場の向きを反転させるこ
とにより、ミューオンの電荷を選択することができ
る。ミューオンの電荷に依らず、運動量の中心値
は約 40MeV/c、運動量広がりは± 15MeV/c 程度
である。予想されるミューオン収量は、陽子ビー
ム 1µA の場合で、正電荷ミューオンの場合で 8 ×
108/ 秒、負電荷ミューオンの場合で 2 × 108/ 秒。

図６：（左）補正磁場強度の違いによる正電荷

この計算を信じると、世界最高強度のミューオンビ

ミューオンの運動量分布変化。（右）補正磁場

ーム生成施設となる。陽子ビーム電流値を 5µA に

強度と運動量中心及び収量の関係。

9

増強すれば、正電荷ミューオンで 4 × 10 / 秒の強
度である！しかし、MARS 等のハドロンコードでは、
後方の断面積データや表面ミューオン生成のモデル
などが正しくない可能性もあり、ミューオン収量の
絶対値や運動量分布は実際に実験で検証することが
不可欠であり、測定で実証されてから世界一と名乗
り出たい。
次に、正電荷ミューオンについて、補正磁場を 0
テスラ、0.04 テスラ、0.08 テスラと変化させた場
合の運動量分布の変化、運動量の中心値、ミューオ
ン収量について、図６に示した。補正磁場を 0.07
テスラまで上げることによって、ミューオン蓄積リ
ングの開発に適した運動量 70MeV/c のミューオン
ビームを供給することも可能である。
図４：シミュレーションのセットアップ
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3. 現状とスケジュール
2009 年 3 月末までに、パイオン捕獲部とパイオ
ン・ミューオン輸送部 36 度分を建設し、その後の
４ヶ月で、周辺機器の整備とシステムのコミッショ
ニングを完了した。そして、2010 年７月 29 日と
30 日の二日間、MuSIC 最初のビームタイムを頂き、
MuSIC で生成される 2 次粒子をプラスチックシン
チレーターや半導体検出器などで観測した。現段階
では、輸送ソレノイド部が 36 度分しか建設されて
いないため、輸送ソレノイド端部における二次粒子
の種類は、多岐に及ぶことが予想された。ビームサ

図７：2010 年 8 月現在の MuSIC 現場の写真

イズが大きく、ソレノイド磁場中で螺旋運動をして
いる粒子の種類を正しく識別し、ミューオン収量と

を伺いつつ良いものに仕上がればと考えています。

運動量分布を決定することは、容易ではない。光検

これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

出器として、磁場中でも動作する MPPC を用いる
などして、二次粒子の空間分布と強度を測定した。

MuSIC プロジェクトは、大阪大学大学院理学研

現在、データの解析中であるので、次の機会に結果

究科の久野良孝教授、吉田誠博士（現所属：高エネ

を報告したい。第二回目のビーム試験を 2010 年度

ルギー加速器研究機構）、及び久野研のスタッフと

の冬に行おうと計画している。次回は、ミューオン

大学院生の方々、高エネルギー加速器研究機構の荻

の寿命やミューオン X 線などを測定することによ

津透教授、山本明教授、核物理研究センターの福田

り、ミューオン収量の絶対値を導き出す予定である。 光宏准教授、畑中吉治教授の方々との共同研究であ
ま た、MuSIC 全 体 の 完 成 に 向 け た 機 器 の 建 設

ります。ここに、共同研究者の方々に感謝の意を表

も順次進めてゆく計画である。建設スケジュール

します。また、MuSIC は今後益々発展して行くプ

は、予算の状況に強く依存するが、順調に行けば、 ロジェクトです。ミューオン源の開発やミューオン
2011 年度に 180 度分の輸送ソレノイドを建設、 を使った研究に興味をお持ちの方の参加を大歓迎い
2012 年度に蓄積リングへの入射部分、2013 年度

たします。

にミューオン蓄積リングを完成させたい。各段階に
おいて、ミューオンビームを利用した科学実験を遂
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い。ここ 25 年の詳しい成果については µCF 国際会

１．ミュオン触媒核融合
水素に負ミュオンを入れると、ミュオン水素原子

議の Proceedings が利用できる [6]。

が形成される。これは水素原子の 1/200 のサイズ

核融合サイクル数は温度・密度・D2-T2 混合比に

を持ち、水素原子核の正電荷が負ミュオンによって

依存し、固相・液相・気相などの状態によっても変

近距離まで中和された特異な系であり、様々な興味

化するが、これまでに観測された最大核融合サイク

深い反応を起こす。その典型例がミュオン触媒核

ル数はミュオン 1 個あたり約 120 回である。核融

融合（µCF）である。図１に示すように、二重水素

合１個あたりの放出エネルギーは 17.6MeV である

-

(D) と三重水素 (T) の混合系に負ミュオン (µ ) を止

ので、これは 2.1GeV の出力に相当する。一方、1

めると、tµ 原子から３体の束縛状態である dtµ 分

個のミュオン生成に要する加速器ビームエネルギー

子が共鳴的に生成し、自発的に d+t →α +n 核融合

は約 5GeV と計算されている。まずはエネルギー出

-

反応が起こる。反応後は殆どの µ は解放され、次

力値が必要値を超えること（ブレークイーブン）が

の核融合サイクルを引き起こす。ミュオン触媒核融

目標となる。核融合サイクル数の制限は、1) dtµ 生

合 (µCF) は、化学・物性・原子分子・原子核反応に

成率 ( 速度 )、2) 核融合時に µ- がαに付着して失

またがる極めて興味深い物理現象であり、現象自体

われるα µ 損失、3) α µ イオンと周りの物質との

は比較的古くから知られている。この µCF 現象は、 相互作用による µ の乖離、に起因している。因に、

低炭素社会に向けた有望なクリーンエネルギー源

何らかの方法で付着したミュオンを全て解離させる

-

と言うだけでなく、入射 µ ビーム制御により d − t
核融合反応を自在に制御できると言う素晴らしい利
点 が 有 る。 こ の 為、KEK( 日 )・LAMPF( 米 )・PSI(
ス イ ス )・DUBNA( 露 )・LNPI( 露 )・TRIUMF( 加 )
等多数の研究機関で研究されてきた。我々も理化学
研究所が英国に設置した理研 RAL ミュオン施設に
おいて、大強度ミュオンビームと、先端的トリチウ
ム取り扱い設備という利点を生かして主に D2-T2 標
的中で起きるミュオン触媒 dt 核融合研究を推進し
ている。理研 RAL ミュオン施設でのこれまでの成
果については「めそん」25 号に記したので [1]、こ
こでは高圧標的を中心とした今後の計画に重点を置
いて述べる。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 [2-5]、特に歴史的発展
などの詳しい説明はそちらを参照していただきた
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事が出来れば、dtµ 分子生成率が現状の値でも核融

である。この実験では僅か約 10K 程度の温度変化

合サイクルは D2-T2 液体で 290 回、固体で 340 回

しか測定できなかったが、それは 17K 以上になる

になると予想され、ブレークイーブンを達成可能と

と D2-T2 固体が液化（融解）するためである。そこ

考えられる。さらに、技術的には難しいが、D2-T2

で例えば D2-T2 固体標的に 1000 気圧を印加すると、

標的密度を液体水素密度の 5 倍程度まで増やせれ

その融解温度を約 30K まで上昇させることが可能

ば、核融合回数は 1200 回まで増加することが見

となり、低温領域 5K-30K における D2-T2 固体水素

込まれる。一般的に µCF サイクル数を上げるため

中での、核融合サイクル率やミュオン損失率の特

には高温・高密度状態の D2-T2 標的が適している

異な温度依存性が観測でき、D2-T2 固体中の複雑な

と考えられている。しかし、高温・高圧 (1000K・

µCF 現象を解き明かす知見を獲得しうる。

1000 気圧程度 ) 状態の D2-T2 標的では D2-T2 ガス

２）dd-µCF における密度と共鳴分子生成の関係

が金属容器壁を透過するため、トリチウムを使った

一 方 D2 標 的 中 で 起 こ る dd 核 融 合 に 関 し て も

µCF 実験を安全に実現するためには非常に大掛かり

我々は TRIUMF 研究所でオルソ・パラ D2 分子状態

な実験装置が必要になり、一足飛びにこの実験を目

比を変えてミュオン触媒核融合実験を行い、ミュ

指すことは難しい。一方、低温においては比較的簡

オン触媒核融合効率がオルソ・パラ D2 混合比に依

単に高密度を達成できるので、我々は常温以下での

存することを初めて示した。この D2 核融合触媒サ

高密度凝縮系の効果に注目している。

イクルの中では ddµ ミュオン分子を作る反応 dµ +
D2 → [(ddµ)dee] が比較的遅く律速過程となってお

２．高密度凝縮系での µCF

り、この反応機構の解明がミュオン触媒核融合研究

単純には高密度では反応が早く進むことが期待で

の一重要課題である。この反応の束縛終状態のエネ

きる。また、α付着はα µ の励起状態が基底状態に

ルギーレベルが離散的であり、反応前後のエネルギ

落ちるまでに如何にミュオンをαから剥がすかに依

ーバランスを満たす必要性から、反応速度は初期分

存するので、高密度では衝突頻度があがることによ

子状態（D2 分子励起状態分布など）あるいは標的

り有利となる。実は µCF の研究を進める上で、密

環境（温度など）に大きく依存する。これまでスイ

度効果が何度となく話題となっている。常識的には

スの PSI 研究所などでは、特に素過程に注目した研

dtµ 生成が２体反応であることから、密度に比例し

究がなされており、低密度ガス中での研究により、

て dtµ 生成率は上がると考えられる。ところが µCF

重水素中の核融合については共鳴分子生成モデルに

研究のかなり初期から、密度の２乗に比例する効果

より一応の理解が得られたと考えられた。しかしな

があることが示唆されていた。高密度 D2-T2 標的中

がら、用いられた重水素は常にオルソ・パラ分子が

での µCF は極めて複雑な複合過程であり完全に網

混合した状態であった。我々は核融合効率を決定す

羅した理論予想は現時点では存在しないので、理論

る分子生成率がオルソ・パラ状態にどう依存するか

に明確な研究指針を求めることは出来ない現状があ

について詳しい研究を行い、この変化が標的ガス密

るが、一方、標的条件によるさらなる向上の可能性

度に依存し、液体水素の 8 割の密度あたりでオル

を与えている。我々の観測でも次の２つの興味深い

ソ・パラ状態の寄与が逆転することを発見した [8]。

現象が起こっている。
１）固体での dt-µCF の温度依存性
D2-T2 固体標的を用いて 5K から 16K の温度範囲
で µCF 実験を行った結果、我々は図 2 に示すよう
に d-t 核融合率は高温側では約 20％増加すること、
さらには温度上昇に伴いミュオン損失率が減少する
ことを観測した [7]。一方、この温度領域の液体・
気体 D2-T2 標的では大きな温度依存性は見られてい
なかった。この温度依存性が固体中での µCF 現象
に特有のものなのか、これより高い温度領域でもこ
の依存性が継続するのかどうか極めて意義深い問題
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固体 D2-T2 標的の µCF
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これは 2 体反応を基本とする原子分子素過程だけ

せる。配管部などにもガスが拡がることを考慮して

では説明がつかず、この原因として、1) 三体反応、 も、約 1000 気圧を固体標的にかけることが可能と
2) 密度による分子エネルギーシフトなどの素過程

なる。その後、固体標的部冷却セルの温度をゆっ

への影響、などを提案した。ただしこれまでの実験

くりと変化させて 5K-30K の温度範囲の D2-T2 固体

では標的セルの圧力制限から液体水素並みの密度

標的を形成する。設計にあたり、図 4 に示すよう

を保てる温度が最大 35K に制限されていた。1000

に標的部の D2-T2 ガスに接触する第１層部分の材料

気圧までの高圧水素標的を作成すれば、大幅に拡大

は、水素脆性、低温脆性、水素透過性等に優れた材

した温度・密度領域でオルソ重水素およびパラ重水

料（候補として無酸素銅）を選定する。また、応力

素相手の分子生成速度をそれぞれ測定できる。これ

構造部は 1000 気圧の圧力下と 10K までの低温下

を ddµ 束縛エネルギーの理論計算に基づくオルソ・

での使用に耐えられる材料で、圧力サイクルや温度

パラそれぞれの共鳴効果の予測と比較することによ

サイクルに強い材質（候補として耐熱ステンレス鋼

り、ミュオン触媒核融合の現状の理論が正しいかを

A286）を選定することが重要となる。

検証し、ミュオン触媒核融合反応をさらに促進させ
るための知見が得られる。

我々は D2-T2 標的の前段階として、高圧 D2 固体
標的の製作を進めている（理研理事長ファンドによ
る松崎禎市郎氏、岩崎雅彦氏との共同研究）。すで

３．高圧水素標的の開発

に標的部セルおよびガス発生部セルを作成し、そ

以上のように高圧標的は µCF の可能性を広げる

れぞれ常温 1500 気圧のヘリウムガスを用いて耐圧

機会を与えるものであり、我々は理化学研究所にお

試験を行い、問題のないことを確かめた。冷凍機に

いて D2-T2 高圧標的開発を行っている。高圧 D2-T2

少々支障があり冷却試験が予定より遅れているが、

固 体 標 的 シ ス テ ム の 概 念 図 を 図 3 に 示 す。 こ の

2010 年秋には高圧固体 D2 作成試験を行える予定

システムは約 1cc 容量の冷却セルを備えた「高圧

である ( 図 5、図６)。まずはこの標的とオルソ・

D2-T2 固体標的部」と同じ構造の 5cc 容量の冷却セ

パラ制御した D2 ガスを組み合わせた実験を行い、

ルを備えた「高圧ガス発生部」が閉鎖型ヘリウム冷

10K から 300K までの広い温度範囲で核融合中性

凍機に接続された構造 をもつ。最初に、標的部と

子を観測する実験を行う予定である。

ガス発生部を温度 10K まで冷却し、トリチウムガ
ス取り扱いシステムで精製された D2-T2 ガスをそれ
ぞれの冷却セルに引き込んで凝縮させ、D2-T2 固体
を形成する。その後、ガス発生部の冷却セルのみを
ゆっくり温度上昇させて高圧の D2-T2 ガスを発生さ

図3
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高圧水素標的ガスフローの概念図

図4

高圧水素標的セル断面図
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µCF は単純に物理現象として面白いというばかり
でなく、低炭素社会に向けた新エネルギー生産の可
能性という観点からも重要である。高温高密度状態
の D2-T2 標的中での µCF 研究への発展の動機づけが
得られるかどうかを調べるためにも、高圧 D2 標的、
30K までの D2-T2 固体標的中での µCF 現象の解明
を進めてゆく予定である。
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ミュオニウムの超微細相互
作用定数の精密測定
高エネルギー加速器研究機構
物質構造科学研究所
下村浩一郎

１． はじめに
筆者がミュオニウムの話を書くと聞けば、また半
導体の研究のことかと思われそうだが、今回は別の
テーマについて少し述べてみたい。真空中のミュオ
ニウムの超微細相互作用定数をとことん精密に測定
することで、何がみえてくるかといういわゆる基礎
物理に関するテーマである。このような観点からの
研究はビーム強度の制限もあって、日本のグループ
は従来あまり手を出してこなかったが（もちろん、

図１

ミュオニウムのエネルギー準位

Chu らの 1s-2s 測定や、ミュオンの寿命測定、ミュ
オン変換などがある訳だが）、今や世界最高強度を

ュレディンガー方程式）で理解されるが、例えば

達成した J-PARC MUSE においては真剣に考慮すべ

2p3/2 と 2p1/2 のエネルギー差（微細構造）には相

き重要な研究分野だと思われる。本稿がそのような

対論的量子力学（ディラック方程式）が必要となり、

機運を醸成するのに少しでも役に立てば幸いであ

2s1/2 と 2p1/2 のエネルギー差（いわゆるラムシフト）

る。

を理解するために量子電磁気学（QED）が必要とな

もとより超微細相互作用の精密測定に関する研究

る。このように単純なシステムを精密に測定するこ

は、ミュオニウムの発見とほぼ同時に始まり、すで

とで、新しい物理の進展が得られてきているわけだ

に半世紀近い歴史を持っている。まずは温故知新と

が、たとえば水素原子の精密分光を進めていくと最

いうことでこれまでに行われた研究（論文 [1]）を

後に、基本的物理量の測定精度を決めてしまうのは

概観し今後の展望を述べてみたい。とはいっても筆

陽子の半径、荷電分布の不定性によってしまう。こ

者の最近初めて知った内容も多いため理解のいたら

の点ミュオニウムは２つのレプトンからなる最も単

ぬ点も多々あるかと思う。間違った点に気付かれた

純なシステムであり、極めて高精度の測定に適して

ならどうぞご教示いただきたい。

いるといえる。（もちろんミュオンの寿命に起因す
る限界もあるわけだが）さて図１で各々のエネルギ

２．ミュオニウムの準位構造

ー準位はさらに細かい分裂をしていることが見て取

ミュオニウムは、正ミュオンと電子の束縛系であ

れる。この分裂こそが超微細構造と呼ばれるもので

り、水素原子と非常によく似た性質をもっている。

ミュオンスピンと電子スピンが平行か反平行かによ

図１にそのおおまかにエネルギー準位を示してお

って生じるエネルギー差のことである。

く。水素原子の分光でよく知られているように 1s

さて基底状態（１ｓ）の超微細構造定数はどのよ

と 2s、2p のエネルギー差は通常の量子力学（シ

うに測定され、どのような物理的意義をもつのだろ
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外部磁場中でのエネルギー分裂を記述する

ミュオンを用いた先端的研究開発・計画

ただし

ハミルトニアンはよく知られているように
で表わされる。ここで電子の磁気モーメントは他の
と表すことができる。

精度の高い測定値を採用し、g’µ 、gJ については束

ここで Iµ、J は各々ミュオン、電子のスピンであり、 縛系の QED から求められるため、精度の高い高磁
第２項、第３項はミュオンおよび電子のゼーマン項

場（～Ｔ程度、ppm の測定精度、安定性）でν12,

である。第１項が超微細相互作用項を表している。 ν34 を共鳴法により精密に測定できればΔν,µµB を精
µµB、µeB はミュオン、電子の磁気モーメントを表し

度良く求めることが可能になる。

ている。また g’µ 、gJ はミュオン、電子のｇ因子で
あるが、ミュオニウム中のｇ因子はフリーの場合に

３．

物理的意義

比べて若干異なることが分かっている。またΔ
νは超

さて精密測定の物理的意義はなんだろうか？色々

微細相互作用定数である。さて、このハミルトニア

あるとは思うが筆者から見て魅力的に感じるのは以

ンは容易に解くことができて、ミュオニウム 1s 状

下の３点である。

態のエネルギー準位の磁場依存性は図２のようなも
のになる。ここで外部磁場のもとでは４つの準位が

Ａ：ミュオンの異常磁気能率測定に対する蓄積リン

現れるが、エネルギーの高いものから順に 1,2,3,4

グ実験との相補的役割

のラベリングするのが慣用である。ここで準位 1,2

本誌で斉藤氏が g-2 実験の可能性について論じら

（3,4）は高磁場極限では電子スピンが up（down） れているはずなのでまずはそちらを参照していただ
しており電子のゼーマン効果によりエネルギーが磁

きたいが、ミュオンは構造のない点粒子と考えられ

場の増加とともに上がって（下がって）いく。

ていて、そのｇ因子は、第０近似としてはディラッ

また 1- ２（3-4）間の遷移周波数はそれぞれ以下の

ク方程式から導かれるように 2 になるはずである。

ようになる。

実際には、QED 等の効果で若干その値がずれる。
このずれは理論的には標準理論の枠組みで非常に高
い精度（一部ハドロニックな寄与の不定性などがあ
るものの）で計算ができている。一方、実験的には
CERN,BNL 等で実施された蓄積リングにミュオンを
周回させて、g-2 に比例するミュオンのスピン歳差
運動を測定することでこれも 0.5ppm の精度に迫っ
ている。この理論値と実験値が 3 σ程度食い違う
ことが現在大きな話題になっている（論文 [2]）。
さて詳細は省略させていただくが、この実験値は
以下のような式で求めることができる。

gµ − 2 =

µµ
ω
R
,R ≡ a , λ ≡
λ−R
ωp
µp

ここでＲは蓄積リング実験から得られるが、λはミ
ュオンの磁気モーメントと陽子の磁気モーメントの
比であり、実はミュオニウムの超微細構造の精密
測定から得られた値が現在最も高い精度をあたえ
ているのである。後述するように現在その精度は
0.12ppm（あるいは超微細構造に対する計算値と
比較することで 0.03ppm）を達成しているが将来、
図２

ミュオニム 1s 状態のエネルギー準位

（ブライトラビダイアグラム）
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が存在するならば、地球の自転の効果でミュオニウ

Ｂ：QED の精密検証
もう一つの重要な意義としては基礎理論として確

ムの超微細相互作用定数が変化するだろうことが予

立している QED の精密検証が挙げられる。QED で

想されている。実際これまでの先行研究ではもちろ

-1

は、微細構造定数α（α =137.・・・) が相互作用

んその兆候を捉えている訳でなないが、ある種の相

の強さを定める基本的パラメタなので、その値を

互作用項について他の実験より厳しく制限すること

様々な物理測定により決定した場合、各々の結果に

が可能である（論文 [3]）。

違いがないことが、この理論の検証に極めて有効で
ある。ところで、ミュオニウムの超微細相互作用定
数は、水素原子に関するシュレディンガー方程式の
相対論版（ブライト方程式）を解くことで

４．Los Alamos での先行研究
上述のように、ミュオニウムの超微細構造の精密
測定は重要な物理的意義を持つわけであるが、現
在最も精度の高い測定は、10 年ほど前に行われた
Los Alamos のものであるため、この研究について
概観しておきたい。同測定は、表面ミュオンビーム

となることが示される。ここで

を用いて行われ、外部磁場 1.7T（測定領域で ppm
の磁場精度）のもとで、Kr ガス中にミュオンを止
め、そのほとんどがミュオニウムになることを利用
して、ν12,ν34 の共鳴を観測することで達成されて

ただしここにも QED の高次効果等の補正は加わる

いる。この際、系統的な誤差を減らすためキャビテ

が、それらの値は小さくまた非常に精密に計算がで

ィ（円筒型）はν12,ν34 の周波数に対してそれぞれ

きている。上式を用いて、リュードベリ定数、電子

TM110、TM210 モードが対応するようにデザイン

の磁気モーメントを他の精密測定の値を用いること

され（さらにいうと磁場の値も条件を満たすように

にすれば、ミュオニウムの共鳴実験を行うことで、 選ばれて）いる。また共鳴線幅を狭めるための工夫
Δν、µµ を代入することでαを精密に求めることが

として、長生きのミュオニウムからの信号を選択す

できる。

ることが行われている（old muonium

method）。

このような方法で求められているαの精度は現在

したがってミュオンビームは Los Alamos のビーム

0.039 ppm である（論文 [1]）。一方、電子のトラ

構造が１ms 程度のロングパルスであることに起因

ップを用いた実験ではすでに 0.001 ppm の精度を

してわざわざ、4µs ビームオン

達成しておりこの精度を凌駕することは難しい。し

のチョッピングを行っている。最終結果としては

10µs ビームオフ

かしながら他の実験（CS の原子ビーム干渉等）の

Δ
ν=4463302776(51)HZ(12ppb),

精度は 0.01 ppm の程度であり、ミュオンが第２世

µµ/µP = 3.18334524(37) (120ppb)

代以降の素粒子として唯一このような精密測定が可

が得られているが、誤差の第１要因は実は統計量の

能な粒子であることから、その精度を約１桁程度上

不足である（誤差の 90%程度）。第２要因として特

げることは極めて重要である。

に磁気モーメントの決定に関しては磁場の誤差が挙
げられる。( 超微細相互作用定数の決定には磁場精

Ｃ：ローレンツおよび CPT 対称性の破れの探索
さらにエキゾチックなテーマではあるが、ミュオ

度はあまりきかない。)
それではいったいこの実験ではどれくらいのミュ

ニウムの超微細相互作用定数の測定は、ローレンツ

オンを用いたのであろうか？

幸い論文 [1] には詳

対称性、CPT 対称性といった、それこそ現代物理

細な記述があり、簡単な評価を行えば約 1013 個の

学の根幹ともいえる対称性の実験的な検証にアプロ

ミュオンを用いていることが推定される。

ーチすることが可能である。この点について現在筆
者が深く理解しているとは思えないので、あまり論

５．J-PARC MUSE での期待

ずることはできないが、このような対称性を破るよ

現在 J-PARC MUSE ではここ 1,2 年で 300kW を

うな相互作用項を含む場の理論の一般系の形式が整

達成し、さらに LINAC 増強が終了した暁には 1MW

備されつつあり、その中では、もしこのような破れ

になることが約束されている。このような状況のも
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さて本来はもっと詳細について記述したいと思っ
ていたが、筆者の能力不足もあり、十分ではないま

たとえば現在すでに稼働している、低速・高速

ま脱稿することとした。この小文はあくまでも、こ

ミュオンビームライン（Ｄライン）の場合 1MW

の研究分野に対する導入にすぎず詳しくは原論文等

7

7

（300kW）時に毎秒 3 × 10 個（0.9 × 10 個）の

をあたっていただければと思う。いずれにせよミュ

ミュオンを供給することができる。この場合 Los

オニウムという我々にとって最も身近な（？）状態

Alamos と同等の統計量を確保するのに約３日（10

の原子分光研究（しかもその手法は結局のところ

日）程度である（もちろん実際には測定器の立体角

muon spin resonance である）が素粒子物理学のも

なども考慮してさらに時間がかかることは予想され

っともホットな話題と深く繋がっていることは驚き

るが）。また次のゴールとして統計量を約 20 倍上

ではないだろうか？

げて現在の直接測定の誤差 120ppb を 30ppb まで

いただきそこに共鳴していただければ幸いである。

改善することは g-2 測定との関連から考えて極めて

またこのような研究はとても一人でできるものでは

意味があることと思われるが、この際も 1MW 時な

ない。現にもっと高い磁場の測定を可能する共鳴の

らばＤラインで 60 日程度の測定で可能であろうと

スキームはないか、あるいは Kr ガス中でのミュオ

は思われる。しかしながら様々な議論が起こるであ

ニウムの振舞い、さらにはもっとほかの物質を使っ

ろうが、ここではスーパーオメガを用いた場合の可

て最終的に精度をあげるやり方はないのかなど原理

能性について言及しておきたい。同ビームラインは

的な部分でさえいろいろと考え楽しめる部分は残っ

本誌の池戸氏の解説にあるように 1MW 時には毎秒

ている。したがって様々の研究バックグランドを持

8

会員諸氏がこの小文を読んで

4 × 10 個もの表面ミュオンを引き出すことが可能

った会員諸氏の積極的な参加を切に望むとともに、

である。このビームラインを用いて 100 日程度の

そのようなつながりが今後のミュオンに関する基礎

測定を行い、統計量で 400 倍（統計誤差で 20 倍） 物理を展開するコミュニティーの発展につなげれば
の精度向上を目指すことが理想的であると考えて

とも願っている。

いる。もとよりこの精度を達成するためには Los
Alamos での測定装置と少なくとも同程度あるいは
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ミュオン - 電子転換
過程探索実験
大阪大学大学院理学研究科
青木正治

あり、各フレーバ個別に与えられる加算量子数をレ
プトン・フレーバ数という。例えば、電子 (e-) や電
ミュオン - 電子転換過程（µ-N → e-N）は荷電レ

子ニュートリノ (νe) は +1 の電子・フレーバを持ち

プトン・フレーバを保存しない反応である。そのた

(Le = +1)、ミュオン・フレーバとタウ・フレーバは

め素粒子の標準模型では禁止過程となっているが、 持たない (Lµ = Lτ = 0)。ミュオン (µ-) とミュオンニ
標準模型を超えたモデルの多くでは逆に存在するほ ュートリノ (νµ) は Lµ = +1, Le = Lτ= 0 である。タウ
うが自然であると考えられている。LHC での発見

(τ-) とタウニュートリノ (ντ) は Lτ= +1, Le = Lµ = 0

が期待されている超対称性理論を始めとして、いく

である。反粒子のレプトン・フレーバは正粒子と符

つかのモデルでは現在の実験上限値よりもわずかに

号が逆になる。今までに観測されている荷電レプト

数桁小さい分岐比での存在が予言されている。発見

ンの反応では、このレプトン・フレーバは必ず保存

されれば素粒子物理学の発展に大きな影響をあたえ

している。例えばミュオンのミッシェル崩壊（µ- →

る事は必至である。本稿では、今後 10 年間で大き

e-νeνµ）では、始状態のレプトン・フレーバは Le

-

-

な発展が期待される µ N → e N 転換過程の探索実験

= 0, Lµ = +1, Lτ= 0 であり、終状態では Le = +1-1 =

について紹介する。

0, Lµ = +1, Lτ= 0 なので、確かにレプトン・フレー
バは保存している。

1. レプトン・フレーバ非保存過程

さ て、 レ プ ト ン・ フ レ ー バ を 保 存 し な い 反 応

レプトン・フレーバとは、電子（電子ニュートリ

(LFV) の探索は歴史が古い。ミュオンが発見され

ノ）、ミュオン（ミュオンニュートリノ）、タウ（タ

てから 10 年後の 1947 年には、最初の実験である

ウニュートリノ）といったレプトンの種類のことで

µ+ → e+ γ崩壊の探索 [1] が行われている。この実験

表１
崩壊モード

分岐比の上限値

文献

µ + →e+γ

< 1.2 × 10-11

[3]

< 1.0 × 10-12

[4]

µ A u →e A u
τ ± →µ ±γ

< 7 × 10-13

[5]

< 4.4 × 10-8

[6]

Z 0 →µ ±τ m
K L0 →e± µ m

< 1.2 × 10-5

[7]

< 4.7 × 10-12

[8]

m

< 8.1 × 10-7

[9]

B 0 →e± µ m

< 6.4 × 10-8

[10]

+

+ + −

µ →e e e
−

−

±

D →e µ
0
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で µ+ → e+ γ崩壊を発見できなかった事から、ミュ

験を始めるとしたらどの反応が良いだろうか。これ

オンが電子の単純な励起状態ではなくて単独の粒子

から取り組む実験では、有望な理論予想値があって、

+

+

その精度に到達できることが重要である。また、一

γ崩壊が 10 の分岐比に至っても依然として発見

旦信号を発見した後には、CLFV のメカニズムを詳

されなかった事から、ミュオンニュートリノの発見

細に研究できる段階へ発展できる事が望ましい。そ

[2] につながり、レプトン・フレーバの概念が成立

れはミュオンを用いた µ-N → e-N 転換である。以下

していったのである。レプトン・フレーバ非保存過

にその理由を説明する。

であるという概念に結びついた。その後、µ → e
-5

まず、CLFV の探索実験は典型的な稀崩壊の実験

程に関する研究は、素粒子物理学の発展に貢献して

であり、親粒子を多量に用意して統計精度を上げる

きたのである。
今日まで行われた LFV 探索実験は、ミュオンに

ことがなによりも重要である。τ, Z, D, B を用いた

限らず K やτ、Z も活用していて非常に多彩である。 実験では衝突型加速器を使用するが、親粒子の統計
それらの代表例を表１に示す。Particle Data Group

向上は加速器のルミノシティー改善によってのみ可

がまとめた Review of Particle Physics にはおよそ

能である。たとえば SuperKEKB では 30 倍の改善

100 種類もの実験が一覧にまとめられている [11]

が期待されている [15]。一方ミュオンを用いた µ-N

が、未だに 1 イベントも発見されていない。

→ e-N 転換の実験では、J-PARC などの大強度陽子

レプトン・フレーバ保存則が実験的に確立してし

加速器と新しい発想によるミュオン源技術を組み合

まうと、これは素粒子の標準模型にアプリオリに組

わせることにより、1 万倍の改善も可能である。将

み込まれることとなった。理論的には何の指導原理

来的には 100 万倍の改善も検討されている。

も存在しない保存則である。実際、クォークセクタ

次に、バックグランド環境が大切である。衝突型

ーではフレーバは保存していない。ニュートリノ振

加速器を利用した探索では、多数存在する終状態粒

動現象も発見された。ところが荷電レプトンが関与

子からτ, B, D, Z の崩壊を運動学的に再構築してゆ

する LFV 反応 (CLFV) は依然として未発見のままで

くため、どうしてもバックグランド削減に限界があ

ある。ニュートリノ振動による高次ループの影響

る。これに対して µ-N → e-N 転換過程の実験では、

は僅かに 10-50 程度であって、標準理論の枠内では

親粒子ミュオンの純度を高める事が比較的容易であ

CLFV は実質的に存在しないと言って良い。

り、バックグランドとなる崩壊モードの種類も少な

このように CLFV は標準理論による予想値がゼロ
であるため、実験によってなんらかの信号が観測さ

く運動学的に単純なので測定による不定性が少な
い。

れればたちどころに新しい物理の証拠となる。こ

さて、ミュオンを用いた CLFV 実験 (µLFV) では、
+

の点で、標準理論予想値からのズレを精密に測定

µ → e+ γ崩壊探索、µ+ → e+e+e- 崩壊探索と µ-N →

しなければならないミュオン g-2 などの精密測定実

e-N 転換探索の３種類が知られている。µLFV の過

験とは大きく異なる。CLFV は標準理論予想値の理

程を実効ラグランジアンで記述すると下の式に示す

論的不定性に影響されない。理論的には、超対称性

３項に分類される [16]。

(SUSY) を導入した大統一理論 (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 を結合した SUSY-Seesaw、余剰次元や
リトルヒッグスモデルなど多くのモデルにおいて、
現在の実験リミットのすぐ下 (1—4 桁 ) に信号が
観測される可能性が示唆されている [12][13][14]。
CLFV は、理論的に十分ありうると期待されていて、
なおかつ実験結果の解釈も単純明快なため、新しい
物理を探索する手段として非常に優れている。
µ+ → e+ γ崩壊は第一項のみに関与するが µ-N → e-N
2. ミュオン LFV 探索実験
様々な種類の CLFV 反応がある中で、これから実
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1/200 倍程度である。これら µLFV 過程はいずれも
相補的な関係になっており、バランス良くすべての
プロセスを研究すれば µLFV 背後のメカニズムに肉
薄して行く事が可能となる。特に µ-N → e-N 転換過
程と µ+ → e+ γ崩壊は、実験手法の観点から見ても
お互いに相補的で重要ある。
µ+ → e+ γ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、DC ミュオンビームが必要と
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

図１ COMET 測定器

る [17]。最近発表された新しい結果にはなかなか
興味深いものがあり更なるデータの蓄積が期待され
3. COMET 実験

る [18]。
-

-

µ N → e N 転換ではおよそ 105 MeV の単独電子

PRISM/Phase-1 改 め COMET は、J-PARC MR か

を測定するだけなので、アクシデンタルバックグラ

らのパルス陽子ビームを用いて 10-16 よりも高い精

ンドは存在しない。µ- が原子軌道上で崩壊すること

度で µ-N → e-N 転換過程を探索する実験計画である

によって生ずる高運動量電子は除去しなければなら

[21]。図１に COMET 測定器の平面図を示す。この

ないが、これも高々 0.4% (FWHM)~1% (FWHM) 程

測定器は J-PARC ハドロンホールに設置する。図 2

度の電子運動量分解能で十分である。その一方で、 にハドロンホールへの配置案を示す。COMET 実験
ミュオンビーム中に残存するπ- 粒子によって発生

では、陽子標的をパイオン捕獲超伝導ソレノイドの

する即発電子が主要なバックグランドとなるため、 内部に配置する必要があるため、既存のプロダクシ
これを排除するための工夫が必要となる。
+

ョンターゲット (T1) を他実験と共用する事ができ

+ + -

µ → e e e 崩壊探索の実験は、大量に発生する
+

+

-

ミッシェル電子バックグランドの中で e , e , e ,3 粒

ない。また、高品質のパルス陽子ビームが必要で、
陽子ビームのパルス時間構造を高度化する為のキッ

子の運動量と方向を精度良く測定する必要がある。 カーなどを備えた特殊なビームラインが必要とな
アクシデンタルバックグランドへの対応は µ+ → e+

る。したがって、COMET 用陽子ビームラインは、

γ崩壊実験よりも難しいと言える。しかしながら

既存のビームラインから分岐して新規に建設せざる

+

+ + -

µ → e e e 崩壊は CLFV における CP 非保存の研究
も可能と言われており [19]、将来的には新しい実

COMET では、プロダクションターゲットで発生
するπ- が深刻なバックグランド源となる。π- によ

験を検討するべきであろう。
さて 2007 年の「めそん」に掲載された拙文に
-

をえない。

-

るバックグランドを削減するために、COMET では

おいて、国内における µ N → e N 転換過程探索実験

以下の２つの手法を併用する：

計画の紹介をした [20]。その際、国内には PRISM

(1) パイオン崩壊・ミュオン輸送ソレノイド

計 画 が あ る こ と、 米 国 に は Mu2e 計 画 が あ っ て

(2) パルス陽子ビーム

PRISM よりも早期に実現しそうな事、これに対抗

π- はパイオン崩壊・ミュオン輸送ソレノイド中を

する為に PRISM/Phase-1 を提案した事、などを説

ミュオン静止標的に向かって輸送される間に 10-3

明させて頂いた。あれから 3 年が経過したが、そ

程度に減少する。

の間にこれら国内外の µ-N → e-N 転換過程探索実験

また、一次陽子に同期して即発でπ- バックグラ

計画はどのように発展したのだろうか。以下の章に

ンドが発生するのに対して、µ-N → e-N 転換からの

おいて、筆者の個人的な見解も交えて紹介をしたい。 電子放出はおよそ 1µsec 程度遅延する。陽子ビー
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ムをパルス化してパルス外のタイミングで飛来する

装置完成後のコミッショニング期間を考慮すると、

陽子の割合を 10-9 以下に抑制すれば、輸送ソレノ

物理データ収集の開始はどんなに早くても 2017 年

-

-

イドによるπ の減少やπ による電子生成確率など
も考慮して 10

-16

からであろう。

以下にバックグランドをおさえる
3.1

ことが可能となる。
-

Mu2e 実験

米 国 で は、Fermilab の グ ル ー プ が 中 心 と な っ

さて、ミュオン静止標的に静止したほとんどの µ

は原子軌道上で崩壊して 52 MeV 以下の低エネル

て COMET とは別の µ-N → e-N 転換過程探索実験、

ギー電子を放出する。この低エネルギー電子は、原

Mu2e、を計画している [22]。Mu2e の目標感度は

子による反跳の影響でごくわずかだが 105 MeV ま

COMET と同じ 10-16 以下である。Mu2e も超伝導

で伸びたスペクトルを持つ。COMET では、電子を

ソレノイドを活用した実験装置で、バックグランド

測定する検出器にもカーブしたソレノイドを採用

削減の為にパルス陽子ビームを利用する。COMET

し、カーブによる運動量選択を活用して 80 MeV

と Mu2e は一見似ているが以下の点で大きく異な

以下の運動量の電子を抑制する。105 MeV の電子

る：

に対するアクセプタンスは 3%程度である。このカ

(1) パイオン崩壊・ミュオン輸送ソレノイドの形状

ーブソレノイド電子スペクトロメータにより、電子

が、COMET は U 字型であるのに対して Mu2e は S

検出器の計数率は検出器全体で 500 kHz 以下にな

字型、

ると予想している。これは後述する Mu2e 実験に

(2) 電子スペクトロメータの形状が、COMET は U

比べて約 1/100 である。複数のトラックが重なる

字型だが Mu2e は直線型。

ことによるトラッキングミスの発生を低く抑えた、 こ の 違 い は、Mu2e が MECO 実 験 [23] の 単 純 な
信頼性の高い電子運動量の測定を可能としている。 「復活」であるのに対して、COMET 実験は後述す
COMET は 2009 年 7 月

の J-PARC PAC に

る PRISM への発展も考慮した新規提案であること

Conceptual Design Report (CDR) を提出し、審査の

に由来する。COMET では、将来への発展可能性も

結果 Stage 1 Approval となった。これにより、実

考慮して、未知のバックグランドなどにもある程

験の物理的な重要性や測定方法の妥当性が認められ

度対応できる設計となっているのである。例えば

たことになる。次の Stage 2 に達する為には、さら

COMET では、もし高運動量ビーム粒子によるバッ

なる装置設計の具体化とコラボレーションの拡充、 クグランドが予想以上に多くなった場合でも、U 字
建設予算の確保が必要とされている。COMET 実験

型ソレノイド部分に付加する縦磁場成分を調整する

で使用する超伝導ソレノイドの製作には 4 年程必

ことによって、ミュオンビームの運動量をコントロ

要と考えられており、予算獲得に必要な準備期間や

ールできる。前述したように電子検出器の計数率も

図2

J-PARC ハドロンホールレイアウト ( 案 )
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低く抑えられており、トラッキングミスによる影響

ので、COMET では必然的に MR からのビームで実

が少ない。

験をすることになる。MR の加速バンチは 600nsec

Mu2e グ ル ー プ は Fermilab の PAC か ら 既 に
Stage I Approval を得ており、建設予算獲得に向け

間隔なので、パルス間の間隔を 1µsec 以上にする
ため、バンチ１つおきに陽子を保持する。

て米国エネルギー省の Critical Decision (CD) プロ

COMET では、このスキームで 10-9 の Extinction

セスを進めているところである。2009 年 11 月に

をもったパルス陽子ビームを生成することが求めら

は CD-0、すなわちプロジェクトの意義が認められ

れる。Extinction を悪化させる要因には大きく分け

た。現在は、次の段階である CD-1 に向けて複数の

て以下の 3 プロセスが考えられている：

実験デザイン選択肢から特定のデザインへと絞り込

(1) 空バンチに最初から陽子が存在する場合、

む作業を行っている。CD-2 で工学設計と建設コス

(2) MR 加速の時点で空バンチに陽子が漏れ込む場

トを確定し、CD-3 で建設を開始し、CD-4 で建設完

合、

了・運用開始となる。プロジェクトの規模にもよる

(3) 遅い取り出しの時に漏れ込む場合。

が、CD プロセスの各段階には通常半年から 1 年か

KEK の吉村氏らが中心となって進めている研究で

かると言われており、建設開始は早くてもおそらく

は上記 (1)(2) に注目して、MR から早い取りだしで

2012 以降であろう。Mu2e の建設期間は COMET

MR アボートダンプに取り出したバンチビームの強

と大差ないので、今のところ Mu2e と COMET のス

度をプラスチックシンチレータで測定している。バ

ケジュールはほぼ同じである。

ンチ当たりの陽子数は 1011 〜 1013 のため、陽子が
存在するバンチを最初に取り出してしまうとカウン

3.2

COMET 実現に向けた研究開発

ターが飽和してしまい、その後に続いている（であ

COMET グループでは、COMET 実験の実現を目

ろう）空バンチの測定ができない。そこでアボート

指して装置の研究開発を進めている。ここでは特に

キッカーのタイミングを調整して空バンチを先に取

重要な高品質パルス陽子ビームとパイオン捕獲超伝

り出すようにし、空バンチに漏れ込んでいる陽子数

導ソレノイドに関する最近の進展を紹介する。

の測定を高感度で行う。昨年度の予備測定では、空
バンチの Extinction として 2 × 10-5 を得た。なお

3.2.1

高品質パルス陽子ビームの開発

COMET に必要なパルス陽子ビームの仕様は、
(1) ビームパワー :60kW

現在では、この Extinction 性能は LINAC の性能で
制限されていた事が分かっている。
MLF BL-10 において中性子を用いて行われた測

(2) パルス間隔 :1µsec 程度

定 も あ る。LINAC 電 流 15 mA の 時 の Extinction

(3) パルス幅 :100 nsec 程度

と し て 1 × 10-7 を 得 た と い う 報 告 が な さ れ て お

(4) Extinction:10-9

り、LINAC 電流と Extinction に相関がある可能性

である。ここで Extinction とは、主パルス以外の

もある。いずれにせよ、LINAC に装備されている

タイミングに漏れ込んでいる陽子の割合を示す。 Pre-Chopper などを十分活用すれば、空バンチの
Mu2e でもビームパワーが若干低い (23kW) 以外ほ

Extinction を 10-7 以下に抑える事は可能であると考

ぼ同じ仕様である。COMET では、検出器の計数率

えられている。10-9 の Extinction を目指してさらに

を抑える為にパルス当たりの陽子数を低く抑えつつ

2 桁の改善となると、これは実際にやってみるしか

ビームパワー全体をあげなければならない。パル

ない。現在、さらに信頼度の高い測定を目指して、

ス間隔は µsec 以上必要であるが、単位時間当たり

新しい測定器を準備中である。

の繰り返し回数も増やす必要がある。J-PARC MLF

さて、遅い取り出しでは静電セパレータによって

や J-PARC Neutrino Facility で採用されている「早

リング中のビームを少しずつ削りだして行く。その

い取り出し」では、パルス繰り返しが 25Hz や 1Hz

ため、ビーム中に挿入されている電極 foil による散

以下と低く、パルス当たりの陽子数も多すぎる。そ

乱で Extinction が悪化する可能性がある。そこで、

こで COMET では、「加速用 RF でバンチ構造を保

MR から遅い取りだしで引出されるパルス陽子ビー

持したままの遅い取り出し」という手法を用いる。 ムの Extinction を、ハドロンホール T1 ターゲット
J-PARC で遅い取り出し機器があるのは MR だけな
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とっては大きな障害である。

も進めている。
J-PARC MR から取り出したビームの Extinction
-9

また、COMET は現在の実験リミットを一気に 4

がそのままで 10 を達成できるかどうかまだよく

桁改善しようと言う野心的な計画であるが、理論モ

分かっていないので、取り出された後のビームをキ

デルによっては僅か 1-2 桁の改善で信号が見える

ッカー電磁石などで操作して Extinction を改善する

可能性もある。DeeMe は J-PARC MLF ミュオン源

方法も開発している。このキッカーは Fermilab と

を活用して µ-N → e-N 転換過程の探索精度を 1-2 桁

共同で開発しているが、COMET グループが行った

改善する実験を 2015 年（COMET 建設期間中）ま

モンテカルロ計算によれば Extinction を 2--3 桁改

でに完了しようと言う実験計画である。DeeMe と

善できるものと期待される。

COMET を総合的に推進することによって、µ-N →
e-N 転換過程の実験的な研究（発見とそれに続く精

3.2.2

パイオン捕獲超伝導ソレノイドの開発

密測定）を間断なく着実に推進する事が可能となる。

パイオン捕獲ソレノイド電磁石は、5T という発

さて、陽子ビームが照射されるプロダクションタ

生磁場の大きさから超伝導電磁石を採用する。この

ーゲット近傍では、cloud muon と呼ばれる低エネ

ソレノイドは陽子標的で発生した中性子やγ線によ

ルギーの µ- が大量に生成されている事は良く知ら

る熱負荷と放射線に晒されるため、注意深い設計が

れている。という事は、プロダクションターゲット

必要となる。COMET では、コイルへの熱流入がコ

近傍に µ- 静止標的を設置すれば、大量の µ- を捕獲

イルの質量に比例する事に着目し、通常の銅安定化

する事が可能なのではないだろうか。この様な考え

超伝導線材よりも軽量なアルミ安定化線材を用いた

に基づいた実験が DeeMe である。

コイルの使用を検討している。
COMET における超伝導コイルへの中性子照射総
21

2

DeeMe では、ミュオン標的の直近にアルミ板を
配置する。一次陽子ビームによりミュオン標的中で

量は 10 /m と予想されている。このレベルの中

発生した低エネルギーπ- の一部は飛行中に µ- に崩

性子照射量になると、アルミの低温における電気抵

壊し、その一部がアルミ板に静止する。µ-N → e-N

抗値が悪化する可能性がある。これはクエンチ保護

転換過程の結果放出されるであろう 105 MeV の電

なども含めた超伝導電磁石全体のデザインや磁石の

子を二次ビームラインで引出し、磁気スペクトロメ

運用方法などに大きく影響する可能性がある。KEK

ータで運動量の精密測定をする。大量に発生する低

の中本氏や吉田氏らが中心となって、京都大学原子

エネルギーのミッシェル電子は二次ビームラインを

炉実験所の原子炉を用いたアルミへの中性子照射試

通過しないので、電子スペクトロメータの計数率は

験の準備を進めているところである。

低く抑えられる。

ところで COMET では超伝導電磁石の製造コスト

π- による即発バックグランドは、パルス陽子ビ

が非常に大きい。この事情は Mu2e も同じである。 ームを用いることによって信号と区別する。陽子ビ
両者とも、高性能・高信頼性の超伝導電磁石システ

ームに同期して発生する大量の即発電子は、二次ビ

ムを低コストで製造することが極めて重要である。 ームラインに設置したキッカー電磁石で取り除き、
そこで COMET グループと Mu2e グループはアルミ
安定化超伝導電磁石の製造技術高度化について共同
で研究開発を行っている。

スペクトロメータへの影響を低く抑える。
言うなれば、COMET におけるパイオン捕獲ソレ
ノイドとパイオン輸送・ミュオン捕獲ソレノイドを
省略した実験が DeeMe である。そのため、実験装

4. DeeMe 実験

置の建設コストは大幅に低く抑える事が可能とな

COMET も Mu2e も最初の物理結果が出てくるの

る。その一方、パイオン捕獲ソレノイドがないた

は 2010 年代後半、それもかなり 2020 年に近いと

めに単位陽子当たりの µ- 収量では損をする。また、

思われる。今から 10 年間、物理結果なしにひたす

パイオン崩壊・ミュオン輸送ソレノイドがないた

ら実験準備を行うことになる。10 年という期間は、 めに、π- バックグランドはパルス陽子の Extinction
既に安定したポストを得た研究者にとっても長い

だけで抑える事になる。現在モンテカルロ計算で詳

が、5 年間で博士論文を完成させなければならない

細を検討中であるが、必要な Extinction はおそら

院生やパーマネントポストを探しているポスドクに

く 10-14 程度であろう。ただし、MLF へのパルス陽
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子ビームは RCS からの早い取り出しで取り出され

略称で、µ-N → e-N 転換過程を研究するための高性

るので、遅い取り出し技術を用いる COMET 用パル

能ミュオンビームラインである [24]。PRISM では、

ス陽子ビームとは生成方法が全く異なる点に注意さ

Fixed Field Alternating Gradient (FFAG) を応用した

れたい。DeeMe では、最初に取り出しキッカーが

運動量アクセプタンスの大きなリングを用いて、運

on になったときには取り出されずに RCS 内に残り、 動量の揃った高品質の大強度ミュオンビームを生成
リングを 1 周した後でキッカーが off の時になぜか

する。大阪大学では、佐藤・吉田・有本氏らが中心

取り出されてしまう陽子がバックグランド源とな

となって FFAG リングの原理実証試験を行い、良好

る。そのような陽子が発生する確率は極めて低い。

な結果を得ている。PRISM による µ-N → e-N 転換

DeeMe の実験精度を評価する為には低エネルギー

過程探索実験を実現する為には、大強度陽子ターゲ

-

µ の生成量を正しく計算する必要がある。低エネ
-

-

ットや入出射キッカー電磁石の開発、パイオン捕獲

ルギー µ の収量は親となる低エネルギーπ (<150

超伝導ソレノイドのさらなる高度化、RF 空胴の低

MeV/c) の収量で決まるが、このようなエネルギー

コスト化、電子スペクトロメータの高度化など、新

-

領域でのπ の収量を正確に計算することは容易で
-

はない。そこで、モンテカルロ法で評価した µ 生
成量がどの程度正確なのかを実験的に調べる為、

規開発するべき技術は少なくないが、実現すれば
10-18 の感度で実験を行う事が可能となる。
また PRISM ではミュオンビームの品質が高いた

2009 年に MLF ミュオン D2 実験装置で測定を行っ

め、パルスビームの手法でバックグランドを削減す

た。

る必要がない。そのため、原子軌道上での µ- 寿命

測定では、低速 / 高速ミュオンビームラインの運

が短くなる重い原子核をミュオン静止標的として使

動量を 40 MeV/c に設定し、パルス陽子のタイミ

用する事が可能となる。 µ-N → e-N 転換では、分岐

ングから遅れて飛来する電子の時間スペクトルを

比の原子番号依存性が相互作用のタイプによって異

観測した。MLF ミュオン標的はカーボン製である

なるため、重い原子での測定と軽い原子での測定を

が、この測定ではカーボン中に静止した µ- と矛盾

比較することにより相互作用のタイプを研究する事

しない寿命の時間スペクトルで飛来する電子を観測

が可能となる [25] のである。

する事ができた。また、ビームラインの設定運動量
を 20 MeV/c から 60 MeV/c まで変化させると、ミ

6. おわりに

ッシェル崩壊で発生する電子の最大運動量に相当す

µ-N → e-N 転換の研究は、素粒子物理学の発展の

る運動量設定で急激に収量が低下することを確認し

ために大変重要である。また、J-PARC で提案され

た。観測された運動量スペクトルは、G4Beamline

ている数多くの研究の中でも、世界第一級の成果を

を用いたモンテカルロ計算と良く一致している。こ

期待できる実験の１つである。まずは信号の発見に

10

の測定により、およそ 10 /sec(1MW 陽子ビーム

全力を尽くし、一旦信号を発見したら次にそのメカ

-

の時 ) もの大量の µ がミュオン標的中に静止して

ニズムの詳細な解明を行うことが重要であろう。そ

いる事が判明した。

のためには、DeeMe、COMET、PRISM と段階的に

この測定から考察すると、MLF ミュオンに既存
のビームラインを活用してミュオン標的近傍にアル
ミ板を設置した場合、5 × 10

-14

-

程度の感度で µ N

研究を発展させて行く事が大切であると著者は考え
ている。
DeeMe は、KEK 物構研ミュオングループや KEK

-

→ e N 転換過程の探索を行う事が可能である。また、 素核研 LFV グループ、TRIUMF との共同研究である。
低速 / 高速ミュオンビームラインの 4 倍のアクセプ

特に 2009 年のテスト実験の成功は、KEK 物構研

-14

タンスを持つビームラインで測定を行えば、10

ミュオングループの三宅康博氏、下村浩一郎氏、河

よりも高い感度まで発展させる事ができる。これは

村成肇氏、Patrick Strasser 氏を始めとした皆様の

現在の上限値をおよそ 2 桁改善できることを意味

貢献に因るところが非常に大きい。

し、µLFV の信号を発見できる可能性は十分ある。

COMET は、COMET Collaboration として多くの
人々が国際協力で推進している計画である。本稿で

5. PRISM 計画
PRISM は Phase Rotated Intense Slow Muon の

32
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村浩司氏、荻津透氏、中本建志氏、吉田誠氏らが中

Proc. Suppl. 162 (2006)279-282

心となって推進している。

[18] R. Sawada for MEG Collaboration, “Analysis of

PRISM は、大阪大学の久野良孝氏や佐藤朗氏が
中心となって研究している。

the MEG experiment to search for µ+ → e+ gamma
decays”, 35th international Conference on High

これらの人々にこの場を借りて感謝いたします。 Energy Physics (ICHEP2010), Paris, 2010
各実験の客観的記述には正確を期したつもりだが、 [19] Y. Okada, K. Okumura and Y. Shimizu, Phys.
もし間違いがあればそれはひとえに著者一人の責任

Rev. D 61 (2000) 094001

である。また、主観的な意見などは著者の見解であ

[20] 青木正治 , めそん 25 (2007) 20

る。

[21] COMET Collaboration, “Conceptual Design

-

-

µ N → e N 転換の研究発展の為に、是非皆様のご

Report for Experimental Search for Lepton Flavor

理解とご協力を賜りたく、心よりお願い申し上げま

Violating µ--e- Conversion at Sensitivity of 10-16 with

す。

a Slow-Extracted Bunched Proton Beam (COMET)”,
(2009)
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超低速ミュオン用
レーザー開発

1.

理化学研究所
基幹研究所
和田智之、斎藤徳人
仁科加速器研究センター
横山幸司

イントロダクション
英国 Rutherford Appleton Laboratory (RAL) 内の

を起こし、次に 355 nm の光 ( これより波長が短け

理研ミュオン施設では、ミュオンを用いた様々な研

ればよい ) が 2P 状態からミュオンと電子を解離す

究が行われているが、その中の一つに施設開所当初

る（図 1）。波長が 200nm 以下の光を真空紫外光

から大変エネルギッシュに行われている、超低速ミ

と呼ぶが、この範囲では、直接発振するレーザー媒

ュオン源の開発がある。超低速ミュオンは、従来の

質が非常に少なく、また、波長変換に用いること

muon spin rotation/relaxation (µSR) に利用される

ができる非線形結晶が存在しないため ( そもそも物

表面ミュオンの持つ種々の特徴に加え、再加速によ

質が光を透過しなくなる )、ガス媒体 ( 希ガスや Hg

り運動量を自由に変えることができ、ミュオンの物

の蒸気を使う ) を用いて波長変換せざるを得ない。

質への浸入深さを数 nm から数百 nm まで高精度で

また、200 nm よりも短波長の領域では、酸素分子

コントロールすることができる。この特徴を生かし、 の強い吸収のため大気中で光が減衰するたに、基本
表面／界面、超伝導体、多層構造の nanostructure、 的に光路をすべて真空にすることが必要であり、装
また最近話題の topological insulator など、物性研

置が複雑となる。これが真空紫外と呼ばれる理由で

究に幅広い応用が期待できる。また、素粒子分野に

ある。

おいても、ミュオンの異常磁気能率 (g-2) の高精度
測定への応用が考えられ、各方面に渡って非常に有
用な研究領域である。超低速ミュオン源の研究開発

μ+ + e-

は過去 10 年以上にわたって世界各国で行われてお
り、スイスの Paul Scherrer Institute のグループが

366 nm

世界に先駆けて低温モデレータ法による開発に成功
した。一方、日本の東大・KEK と理研では、ミュ
オニウムのレーザー解離を利用した超低速ミュオン

0 eV
2P

源の開発を行ってきた。パルス状ミュオンビームに
は、パルスレーザーを用いたこの方法が最も適して

122.09 nm
(muonium Ly-α)

いると考えられ、また、得られるミュオンのエネル
ギー広がりも狭く、パルスの時間幅もレーザー光と
同程度になるので、µSR の時間分解能も増す。この
ように様々な長所を備えるが、実用的なビーム源と
して難しい理由は、解離に必要なレーザー光発生の

Muonium

技術的な難しさに起因する生成効率の低さにある。
ミュオニウムのレーザー解離には、二つの波長

1S

の 光 が 必 要 と な る。 ま ず、 ミ ュ オ ニ ウ ム 原 子 の
Lyman-α線に相当する 122 nm の光が 1S-2P 遷移

34

図1

Muonium ionization
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ガスは、空間的に等方な媒体であるため、波長変

λ2 ≈ 820.43 nm のレーザー光を入射することによ

換によく用いられる結晶中での第二高調波に用いら

って、λL-α ≈ 122.09 nm を出力することが可能であ

れる二次の非線形項は０であり、三次の非線形項が

る。

最低となる。n 次の非線形光学定数χ(n) は、次数が

現有の理研 -RAL のレーザーシステムも同様な方

上がるごとに指数関数的に小さくなるので、高い変

法で Lyman-α光を発生させているが、ここで我々

換効率を得るためには、高強度のレーザーを利用す

はファイバーレーザーおよび全固体レーザーの最新

る必要があり、非線形媒質に用いられるガスのプラ

技術を融合させ、波長 212.55 nm において１パル

ズマ化との競合により、これまで大きな変換効率を

ス当たり 100 mJ の出力エネルギーを得ることを目

得ることができなかった。これまでに、数々の真空

標とする。ちなみに理研 -RAL の現有のレーザーで

紫外光、特に重要な、水素の Lyman-αである 121

は 10 mJ/pulse であるが、ここでの一桁の増強が

nm 程度の光の発生実験が行われてきたが、変換効

出力にいかに影響し、Lyman-α光出力の飛躍的な

-4

率はせいぜい 10 程度で、得られるエネルギーも

増強にどのように繋がるかは、後の項で述べる。

数 µJ/pulse となっていた。現在まで、理研 -RAL で
は約 1 µJ/pulse の 122 nm の光を得ているが、こ
れは最適なミュオニウムのイオン化のためには十分
と言えず、2 桁以上の大強度化が渇望される。
本研究では、これまでわれわれが手がけてきた全
固体レーザーとファイバーの特徴を合わせたハイブ
リットレーザーシステムを基盤に、さらに、深紫外
域でも高い透過率を持つ最新の非線形結晶などを採
用し、大出力かつ長期安定運用可能な励起レーザー
の開発を推進している。さらに、3 次の非線形波長
変換プロセスのシュミュレーションによる理論的な
解析をもとに、Lyman-α光の 2 桁以上の大強度化

図2

を目指している。

混合過程における周波数の関係

2.

Kr のエネルギー準位と 2 光子共鳴 4 波

2 光子共鳴 4 波混合と励起光波長の関係
2 光 子 共 鳴 4 波 混 合 (Two-photon resonance

3.

高出力 212.55 nm（ω 1）光発生

four-wave mixing; TPR-FWM) は、 周 波 数 が ω 1

波長 212.55 nm でレーザー発振の得られる固

(=c /λ1) (c は光速 ) およびω 2 (=c/λ2) の励起光 2

体レーザー媒質は存在しない。したがって、波長

波、出力される Lyman-α線ω L-α (= c/λL-α) の間で、 212.55 nm のコヒーレント光の出力は、この波長
2ω 1 - ω 2 = ω L-αの関係が成り立つ相互作用を誘導

を、ある高出力固体レーザーの高次高調波として捉

する 3 次の非線形光学効果である [1]。特に、コヒ

えて、レーザー光の非線形周波数変換によって得る

ーレントな Lyman-α共鳴線を発生させるためには、 というのが一般的な考え方である [2]。
従来、Kr 原子中における TPR-FWM が利用されて
6

5

我々の提

案する、212.55 nm レーザーシステムの概略を図

きた [2]。 Kr を用いる場合、基底準位 4s と 4p -

3 に示した。以下に、各システム要素について説明

5p[1/2, 0] 準 位 間 の エ ネ ル ギ ー 準 位 差 (94093.7

する。

-1

cm ) [3] を利用したときに 3 次の非線形光学効果
の効率が最大になることが知られている [4]。 この
6

5

3.1

レーザー発振器系

とき、図 2 のように、ω 1 を 4s と 4p -5p[1/2, 0]

TPR-FWM において、効率の高い 2 光子共鳴励起

間で 2 光子共鳴する周波数に同調させる。すなわ

を実現するためには、レーザー発振器の中心波長の

ち、ω 1 とエネルギーの準位差の関係は 2ω 1/c = 2/

同調およびスペクトル線幅の制御が必要である。そ

2

-1

(λ1 × 10 cm) = 94093.7 cm であり、すなわち

こで、レーザー発振器系では、初段に、発振波長が

λ1 ≈ 212.55 nm である。同時にω 2、波長にして

1062.75 nm に同調され、スペクトル線幅が 1 GHz
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図3

212.55 nm レーザーシステム
図5

となるよう制御された分布帰還型半導体レーザー
（DFB レーザー）を導入する。

3.2

発振器系写真

再生増幅器

レーザー発振器系 [5] から出力された 10 µJ の

出力されたレーザー光は連続波であるから、変調

パ ル ス を 再 生 増 幅 器 に よ っ て、5 mJ/pulse レ ベ

器を用いてパルス化を行う。繰り返し速度は 50 Hz

ルまで増幅する。増幅用のレーザー媒質として、

とする。

Nd:GdVO4 [6] の使用を考えている。Nd:GdVO4 は、

後段にファイバー増幅系を設け、DFB レーザー

1062.9 nm を中心波長とした蛍光スペクトルを有

から出力されたパルス光をシード光として、10 µJ/

し、その波長おいて非常に効率の高いレーザー発振

pulse まで増幅する。構成を図 4 に示す。本システ

が可能である [6]。 212.55 nm は、1062.9 nm の

ムは既に完成している。

近傍の波長である 1062.75 nm の第 5 次高調波に

レーザー発振器系における出力エネルギーを高出
力レベルまでに高めない理由は、光ファイバー内に

相当することから、Nd:GdVO4 がその波長の増幅用
の媒質として有力な候補であると考えている。

おける自己位相変調などの非線形光学効果の誘起や
尖塔値の高いパルス伝送によって光ファイバー自体

3.3

全固体式光アンプ

の損傷を回避するためである。より高エネルギーレ

全固体式光アンプ系は、中間アンプ系とパワーア

ベルへの増幅は、ファイバー増幅器後、再生増幅器

ンプ系で構成する。中間アンプには、Nd:GdVO4 を

および全固体式アンプによって行う。

用い、パワーアンプには、エネルギー・ストレージ
能の高い Yb:YAG セラミックス [7] の使用を検討し
ている。中間アンプ系では 150 mJ/pulse レベルま
で、パワーアンプ系で 1 J/pulse レベルまで増幅を
行う。
3.4

非線形周波数変換による 212.55 nm 発生

1 J/pulse まで増幅したパルス光を、第 2 高調波
発生、第 4 高調波発生、および第 5 高調波発生の
非線形周波数変換を行い、212.55 nm 光波を得る。
第 2 高調波発生には、LB3O5 結晶 [8]、第 4 および
第 5 高調波発生には CsLiB6O10(CLBO) 結晶 [9] を用
いる。CLBO 結晶は、Nd:YAG レーザーの第 4 およ
び第 5 高調波発生用の結晶として高効率変換の可
能な結晶として注目されてきたが、その一方で損傷
図4

36

発振器系

の生じやすい結晶であることが実用上の問題とさ
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れてきた。理研では、CLBO の使用系の最適化に取
り組み長期安定運用を実現した。すなわち、CLBO

From P1 (531 nm)
as pump

Polarization Beam splitter

のポテンシャルを最大に引き出すための実績があ
る。第 5 高調波発生の段階で 1062.75 nm 光波の

OPG

~10 mJ

SLM-ECDL

約 10%の変換を見積もることができる。したがっ
て 212.55 nm で 100 mJ/pulse の出力エネルギー

810-850 nm
~1 MHz linewidth
~10 mW ave. power

~1 mJ

~50 mJ

が得られると見積もっている。

OPA

4. ω 2 の発生

~100 mJ

Delay control

ω 1 の二光子共鳴吸収により励起された Kr 原子の
中間状態から、ω 2 との差周波により Ly-α光を発生

図 6 ω 2 発生のレーザーシステムの概要

する ( 図 2)。ω 2 は波長 815~840nm 程度の近赤外
光で、この波長帯はフェムト秒レーザーのレーザー
媒質でよく知られる、Ti:Sapphire 結晶の利得範囲

用いれば、1mJ/pulse 程度の出力を見込むことがで

内であり、100mJ/pulse の出力は比較的容易に思

きる。このパルスはさらに後段の OPA で増幅され

われる。しかしながら、Ti:Sapphire 結晶を用いて

る。ここで、わざわざ 531nm のポンプ光を二つに

レーザー発振させた場合、timing jitter ( 出力パル

分け OPG + OPA としたのは、レーザーダメージ閾

スの時間的なふらつき ) が少なからず存在し ( 色々

値の低い KTP を守るためで、従って後段では LBO

な条件によるが、大まかに 3ns 程度 )、パルス幅が

(Lithium Tri-borate) という、よりレーザーダメー

1ns の場合、ω 1 との時間同期を取れなくなり、変

ジに強い ( しかし非線形光学係数は KTP に比べて

換効率の低下、ノイズの多い Ly-α光になってしま

低い ) 非線形結晶を用い、輝度の高いポンプ光で増

う。そこで我々は光パラメトリック効果を用いて、 幅する。OPA の利得はポンプレーザーの輝度 I に
この問題を解決することにした。光パラメトリック

cosh2( √ I) で依存するので、I を上げて高い利得を

効果とは、放出される二つの光の周波数の和が入射

得ようとするが、一方で結晶のダメージ閾値がポン

光の周波数に等しくなる非線形光学現象で、非線

プ光の輝度の上限を決める。これらの関係を考慮し、

形結晶内でこの効果を起こし、レーザー発振、増

図 6 に示す系が目的のスペックを得るのに最適と

幅、波長変換を行うことができる。この現象は光子

考えられる。OPG/OPA は、このようにポンプ光の

間のエネルギーのやり取りであり、レーザー媒質を

パワーに強く依存し、従ってショートパルスの光と

用いた場合の population inversion のビルドアップ

相性が良いので、ps-、fs-OPG/OPA は既に市販品が

が無いため、ジッターフリーの系を作ることができ

多数存在する。しかし、ns-OPG/OPA は未だ発展途

る。図 6 にω 2 発生のレーザーシステムの概要を示

上であるため、現在、我々が研究開発中である。初

した。ここでは、ω 1 の発生過程で得られる 531nm

段の OPG において、ダメージ閾値の低い KTP 結晶

の光の残りをポンプ光として用いる。ポンプ光の

を用いて如何に十分な利得を得るかが鍵を握る。

一 部 をω 2 の seed 光 ( す な わ ち 波 長 815~840nm)
とコリメートし、531nm = 820 nm + 1507 nm の

5.

Kr ガス中での四波混合

Optical Parametric Generation (OPG) を行う。大量

得られたω 1 とω 2 のビームは結合され平行光束

にあるポンプ光の光子一つが 820 nm と 1507 nm

となった後、レンズによりフォーカスされ、ガス

の光子二つに変換され、この過程を高効率で行うこ

セルに入射する。前述のように、Kr 原子のエネル

とができれば、820 nm のシード光を大幅に増幅す

ギー準位を用いて四波混合を行うので、ガスセル

ることができる ( その意味で、これは OPG よりも

は 104Pa 程度の純度の高い Kr ガスで満たされ、更

OPA, Optical Parametric Amplification に近い )。シ

に非線形過程の位相整合条件を満たすためにその約

ード光はレーザーダイオードからの直接の出力で、 三倍の圧力の Ar ガスを混合する。ここで、出力の
CW で 10mW 程度だが、OPG の結晶に非線形光学

Ly-α光がそれぞれの物理パラメータにどのように

係 数 の 高 い KTP (Potassium Titanyl Phospahte) を

依存するのか見てみよう。P4 を Ly-αのパワーとし
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たとき、我々の波長混合の方法では

P4 ∝ N 2 χ (3) P1 P2 F (b∆k )
2

2

いるガスセルの写真である。圧力ゲージ、真空引き、
ガスハンドリング、ガスのイオン化測定の各ポート
を備え、ガスを容器内に封じきる構造になっている。

のように表される。ここで、N はガス分子の数密度、 また、レーザーの出射側のウィンドウには Ly-α光
χ(3) は三次の非線形光学定数、P1 と P2 はそれぞれ

の吸収の少ないフッ化マグネシウムの薄い窓が用い

ω 1 とω 2 のパワー、そして F(bΔk) は位相整合条件

られており、Ly-α光の窓材の吸収による減衰を最

に依存する位相整合因子と呼ばれるファクターであ

小限に留めるよう工夫されている。Ly-α光はその

る。位相整合条件とは、非線形光学過程においてポ

後、測定用の真空チェンバーに送られ、プリズムな

ンプ光により媒質 ( 結晶やガス ) 中に誘起された分

どでポンプ光から分離し、パワー、パルス波形、空

極波と発生光の位相がそろい、波長変換を効率的に

間モードなどを測定する。それらをコンピュータ・

行うために必要な条件で、ki を波長 i の光の波数ベ

シミュレーションなどと比較し、最大のパワーを与

クトルとしたとき、Δk ≡ k4-(2k1-k2)=0 となる場合

える最適解を模索する。

である。この時、F(bΔk) は最大となる (b は非線形
効果が起こる領域の長さ )。上式の右辺の各項を大

6.

おわりに

きくすることが Ly-α光のパワーを上げることにつ

ここまで超低速ミュオン源のための我々の大強

ながる。χ(3) はガス分子固有の値なので変えるこ

度 Ly-αレーザープロジェクトの概要を紹介したが、

とはできないが ( ちなみに Kr や Xe は他の希ガス

真空紫外レーザーは、汎用性の大変高いレーザー光

原子に比べて大きなχを有する )、まず、二乗で効

源である。大気化学における水素や酸素原子のスペ

く P1 を大きくすることが最も効果的な方法であり、 クトロスコピーの光源にもなれば、波長の短さによ
ω 1 の項で述べた、最新の方法を用いた大パワー

る高い空間分解能から、半導体産業において微細な

ω 1 パルスの生成が本プロジェクトの最大の特徴で

光加工や特性評価に用いることもできる。そのため

ある。また、Kr は Ly-αの波長領域で負の分散を

の安定なレーザー光源を確立することは非常に重要

持つため、正の分散を持つ Ar を混ぜることで位相

なことで、本プロジェクトで得られる技術と物理的

整合条件を満たし、F(bΔk) を最大にする。ガス

な知見は、それら関連分野にも貢献できるであろう。

分子の数密度 N を上げることは、やはり二乗で効
くので効果的ゆえに必須な方法であるが、ガスの
dielectric breakdown がこの上限を決めてしまう。
すなわち、ガスの密な場所に強力な紫外レーザーが

ω1+ ω2 + Ly-α

ω1+ ω2

入射したとき、ガス原子が電離することでプラズ
マが発生し、位相整合条件を乱してしまうのであ
る。ポンプ光のパワーを上げればプラズマの発生を
誘発し、ここにジレンマが生じる。過去にも大強度
Ly-α光の試みはあったが、結局、波長変換効率を
リミットするのはこの問題であり、それぞれのパラ
メータの最適な条件を見つけるより他に解決策は無
い。その一助となるのがプラズマの発生を考慮に入
れたコンピュータ・シミュレーションで、最適解を
予想するために、和田研究室の Oleg A. Louchev 氏
が精力的に計算している。しかしながら、ガスの純
度 ( 真空容器からのガス放出も含め ) など、正確に
見積もることが難しいファクターも多く、最終的に
は実験的に収束させなければいけないのは言うまで

図7

Kr ガスセル

もない。
図 7 に示したのは、大強度 Ly-α光発生実験に用
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スーパーオメガミュオン
ビームライン
高エネルギー加速器研究機構
物質構造科学研究所
池戸 豊

の四重極電磁石とベント電磁石を組み合わせて使用
する従来のミュオンビームラインと異なり、スーパ
１．スーパーオメガビームライン

ーオメガビームラインは捕獲・輸送・集束を全てソ

現在、J-PARC 物質生命科学実験施設 (MLF) の第

レノイドコイルで行う全く新しいタイプのビームラ

二実験ホールにおいて、D- ラインに続き、２本目

インである。全てソレノイドコイルを使用すること

のミュオンビームラインである U- ライン（スーパ

により、陽子ビームライン上の炭素標的から発生す

ーオメガビームライン）の建設が行われている [1]。 るミュオンを大立体角で捕獲することができ、この
スーパーオメガビームラインは炭素標的の陽子ビー

大強度のミュオンビームの実験エリアまでの輸送も

ム入射面より水平方向 45 度の方向に開口面をもつ

容易かつ高効率で行うことができる。また、同じ運

U- ライン上に設置される（図２）[2]。D- ライン等

動量の正負ミュオンを同時に取り出すことが可能と
なり、実験エリア直前で正負ミュオンを分離すれば、

図１．J-PARC/MLF 第二実験ホールミュオン実
験エリアの全体写真。D- ラインの左側の直方
体コンクリートブロックが積んであるところ

図 2．ミュオン生成標的と４つのビームライン

が、U- ライントンネル出口。

の配置図。
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正ミュオンを用いた超低速ミュオン実験とミュオン

レノイドコイルの磁場計算は、磁場解析プログラム

触媒核融合等の負ミュオンを用いた実験を同時に行

TOSKA (Vector Fields) で行った。

うことができる。さらに、正負ミュオンの結合状態
を生成することができれば、ミュオニウム・ポジト

２．常伝導大立体角捕獲ソレノイド磁石

ロニウムに引き続き、第３のレプトンのみで構成さ

捕獲ソレノイド磁石は、炭素標的の陽子ビーム

れる水素状原子となり、QED 検証など新しい実験

入射面から水平方向 45 度の方向、約 60 cm の位

が可能となる。

置に設置されている。図４に示すように、入射側

図３にスーパーオメガビームラインの全体図を示

は 48 cm、出射側が 65 cm の大口径ソレノイドで

す。炭素標的で生成するミュオンを大立体角で捕獲

あり、400 msr の大立体角で炭素標的で生成した

する常伝導大立体角捕獲ソレノイド磁石、捕獲され

ミュオンを捕獲する [4]。捕獲ソレノイド磁石は炭

たミュオンを MLF 第二実験ホールまで輸送する超

素標的に非常に近い位置に設置されるため、高い放

伝導湾曲輸送ソレノイド磁石及び U- ライントンネ

射線被曝にさらされる。このため、捕獲ソレノイド

ル出口から実験エリアまで輸送し、実験標的に集束

磁石を構成する線材には高い耐放射線性が要求され

させる超伝導軸集束ソレノイド磁石の３つの部分か

る。そこで、我々は 19.8 x 19.8 mm2 の断面積をも

ら構成される。捕獲ソレノイド磁石は既に U- ライ

つ MIC (Mineral Insulation Cable) 線材を採用した。

ン上に設置されている。超伝導湾曲ソレノイド磁石

捕獲ソレノイド磁石は 8 台のソレノイドで構成さ

は、ビームライン設計が終了し、東芝による製作が

れ、上流側の 6 台と下流側の 2 台はそれぞれ直列

始まっている。超伝導軸集束ソレノイド磁石は来年

に接続され、２台の電源で、上流側は最大 1500

度中の製作に向け、概念設計及び電磁設計の段階で

A、下流側は 600 A で励磁する。磁場解析プログ

ある。ここでは、それぞれの部分の詳細、開発の

ラム TOSKA を用いた磁場計算によると、30 MeV/

現状及びビームラインシミュレーション計算の結

c の低速（表面）ミュオンを捕獲する場合の中心軸

果について報告する。ミュオンビーム軌道及びビ

上の最大ピーク磁場は 0.3 T（励磁電流：上流側～

ーム輸送のシミュレーションには、Geant4 を基盤

1000 A、下流側～ 200 A）であり、最大 50 MeV/

としたモンテカルロシミュレーションプログラム

c のクラウドミュオンを捕獲できる。捕獲されたミ

G4Beamline (Muons Inc.)[3] を使用した。また、ソ

ュオンビームは、下流側に設置されるビームライ

図３．スーパーオメガビームラインの全体図
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ンの最小口径部であるゲートバルブ位置に一旦集

ることにより、実験ホール側から直接ミュオン生成

束され、超伝導湾曲ソレノイド磁石に入射される。 標的を見ないようにすることができ、生成標的で発
G4Beamline を用いたシミュレーションでは、低速
8

+

生する放射線を軽減することができる。出射部マッ

ミュオンの場合 5 x 10 µ /s の正ミュオンを捕獲す

チングコイルを除く、入射部マッチングコイルから

ることができる。これは、現在最高強度のパルスミ

下流側湾曲部の７台のソレノイドまでは、全て直列

ュオン源である J-PARC/MLF の D- ラインより、さ

に接続される。出射部のみは、下流側に設置される

らに一桁以上高い強度である。

集束部からの影響を補償するため、異なる電源で励

捕 獲 ソ レ ノ イ ド 磁 石 は、2008 年 3 月 に NEC/

磁できるように設計した。

TOKIN に於いて、製作・試験が行われ、2009 年 3

ソレノイド磁場中では、ミュオンは磁束の方向に

月に U- ライン上に既に設置されている。実際に製

螺旋運動して進む。湾曲部では、磁束が湾曲してい

作した捕獲ソレノイド磁石の写真を図５に示す。

る効果により、湾曲面に垂直な方向にドリフト運動
をする。このドリフト方向は、正負荷電で逆になる

３．超伝導湾曲輸送ソレノイド磁石
（１）超伝導湾曲ソレノイド磁石の設計
図３に示したように、超伝導湾曲ソレノイド磁石

ため、同時捕獲された正負ミュオンは直線部では、
正ミュオンビームは上側に、負ミュオンは下側にド
リフトした状態で輸送される。湾曲ソレノイドでは、

は、捕獲ソレノイド磁石の下流側に設置され、捕獲

上流側と下流側の湾曲が逆方向であるため、直線部

されたミュオンを第二実験ホールまで輸送する。超

で分離した正負ミュオンの軌道は出射部において再

伝導湾曲ソレノイド磁石は約 6 m の直線部分と両

び中心軸に戻り、重なった状態で出射される。

端のそれぞれ逆向きの２つの湾曲部から構成されて （２）シミュレーション計算
いる [5]。直線部は約 1.2 m の５台のソレノイドに

超伝導湾曲ソレノイド磁石のビーム輸送シミュレ

分割され、各ソレノイド間のギャップは 30 mm で

ーションは以下の手順で行った。

ある。ソレノイド間のギャップによる磁場の落ち

１）ミュオン生成標的から捕獲ソレノイド磁石中心

込みを補償するため、各ソレノイドの両端にはノ

軸に沿って入射するミュオンの軌道を計算する。

ッチコイルを追加し、中心軸上における磁場変化

２）湾曲部の磁場を固定し、直線部のラーマー回転

を± 2%以内となるように設計した。湾曲部は曲率

数及び位相を直線部の磁場で設定する。

半径 1 m で 45 度の角度をもつ。湾曲部はそれぞれ

３）直線部から湾曲部への漏れ磁場により、直線部

のソレノイド間の角度が 5.625 度である７台の短

におけるラーマー回転運動の中心軸が水平方向にず

いソレノイド（長さ 46.4 mm）と直線部からの漏
れ磁場を補正するための入射部マッチングコイル
（長さ 149.6 mm）、出射部マッチングコイル（長さ
490.9 mm）から構成されている。湾曲部を２つ作

図４．捕獲ソレノイドの断面図。
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れるため、これを打ち消すように入射部マッチング

ける回転半径が湾曲部の磁場変化に対して極小を示

コイルの磁場値を調整し、直線部の回転軸が水平方

す場合が最も輸送効率が良い結果となり、また直線

向の中心を通るように設定する。

部の回転数が多くなるほど、つまり直線部の磁場が

４）湾曲部の磁場を変化させ、上記の手順を実行し、 高いほど高輸送効率となることが分かった。これら
湾曲部の磁場に対して、直線部の回転半径及び鉛直

の結果と実際のソレノイドを製作できる条件を加味

方向のドリフト位置を決定する。

して、超伝導湾曲ソレノイド磁石の磁場を決定した。

５）実際にミュオン標的で生成するミュオンの分布

図７は超伝導湾曲ソレノイド磁石出口におけるビー

を用いて、ビーム輸送効率を計算し、高輸送効率の

ムプロファイルである。超伝導湾曲ソレノイド磁石

条件を決定する。

に入射したミュオンビームの輸送効率はほぼ 100%

６）直線部の回転数の設定を変化させ、上記の計算

であり、またスーパーオメガビームライン全体では、

を繰り返し、各回転数に対する最適値を決定する。

捕獲ソレノイド磁石と超伝導湾曲ソレノイド磁石入

７）直線部における各回転数に対する磁場の最適値

射部間に設置するゲートバルブ位置（最小開口部）

を用いて、出射ビームの位置及び出射方向を計算し、 でのビームロスにより、超伝導湾曲ソレノイド磁石
出射部ソレノイドの磁場を調整することにより、軸

出口で 80%以上の輸送効率となった。これは、ス

中心から軸に沿ってビームが出射されるようにし

ーパーオメガビームラインのビーム強度が 4 x 108

た。

µ+/s となることが期待される。

軌道計算の一例を図６に示す。y 方向の軌道が立 （３）正負ミュオンの選択
ち上がる位置が上流の湾曲部であり、直線部中でラ

今後実験エリアで展開される実験によっては、正

ーマー回転螺旋運動を行い、下流湾曲部で軌道が中

ミュオンのみ、または負ミュオンのみを取り出して、

心軸に戻る。シミュレーションの結果、直線部にお

実験を行うことが考えられ、輸送途中で正負ミュオ
ンを選択できる機構が必要とされる。上記の直線部
での正負ミュオンの分離を利用し、正負ミュオンを
選択するため、鉛直方向にそれぞれ逆向きの磁場を
発生させる約 1 m の長さのダイポールコイル（積
分磁場 0.2 Tm）を直線部に設置する。ソレノイド
磁場中にダイポール磁場を追加することにより、合
成磁場はソレノイド磁場をダイポール磁場方向に傾
いた方向となり、正負ミュオンの螺旋運動の進行方
向は合成磁場に沿って偏向される。上から下へ向か
うダイポール磁場を印加した場合、正負ミュオンは
共に下方向に偏向され、下方向に分離されていた負

図６．G4Beamline による最適化したミュオン
軌道計算の一例。上図は直線部ソレノイド中心
位置を０として、湾曲ソレノイド中心軸に垂直
な面内の鉛直（ｙ）、水平（ｘ）方向の軌道を
示した。下図は湾曲ソレノイド中心軸に垂直な

図７．湾曲ソレノイド出口のビームプロファイ

面内に射影した軌道を示している。

ル。
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ミュオンはソレノイドに衝突してビーム中から取り

ンは直線部上流 1 m まではポリイミド素材のもの

除かれる。上側に分離されていた正ミュオンは、中

を用いる。超伝導湾曲ソレノイド磁石はコールドボ

心軸方向に偏向されているが、下流側に設置する逆

アとし、外側全体を 50 K の熱シールドで囲む構造

向きで同強度のダイポール磁場で、再び同位置の軌

とした。このためビームの入射部と出射部は径 250

道に戻される。上流側に上向きのダイポール磁場、 mm のアルミニウムフォイル（厚さ 12.5 µm）を設
下流側に下向きのダイポール磁場を印加した場合

置し、ミュオンを通過させつつ、ミュオン標的や周

は、逆に正ミュオンが取り除かれ、負ミュオンのみ

辺の常温構造物からの熱侵入を防ぐ構造とした。超

を取り出すことができる。

伝導ソレノイド及び熱シールドの冷却は、4K-GM

（４）出射部補正ダイポールコイル

冷凍機（住友重機製）５台を使用して行う。GM 冷

超伝導湾曲ソレノイド磁石出射部に置いて、高精

凍機は直線部下流側、U- ライントンネル出口付近

度でビームの出射位置、方向を調整するため、鉛直・

に設置し、高純度アルミニウムによる熱伝導方式で

水平方向にダイポール磁場（積分磁場 0.01 Tm）を

冷却する。冷却期間は、常温からの場合、予備冷却

生成する２組のコイルを設置する。ビーム軌道シミ

に液体窒素を用いて、１週間以内と設計されており、

ュレーションでは、出射部において中心軸位置で中

またクエンチ発生時の復旧期間は GM 冷凍機のみ

心軸方向に沿って出射されるように設計している

の冷却で１日以内である。クエンチ保護機構は、予

が、実際の設置精度や磁場分布の精度等不確定の要

めコイル内側に巻いた無誘導型クエンチバックヒー

素からビーム軌道が設計値とずれる可能性が考えら

タにより行う。クエンチ検出された場合、電源は即

れる。これを補正するため、出射部マッチングコイ

座に超伝導コイルから遮断されると同時に、超伝導

ルの電流値を独立に設定できるように設計し、２方

コイルとクエンチバックヒータを接続することによ

向のダイポールコイルを設置する。

り、超伝導コイルに蓄積されたエネルギーがクエン

（５）冷却システム
超伝導湾曲ソレノイド磁石を構成する超伝導線

チバックヒータに移動することにより発熱し、全て
のコイルを同時にクエンチさせる。

は、銅マトリックスの NbTi 多芯線材で、絶縁はポ
リイミド被覆で行う。湾曲ソレノイドの上流側は、 ４．超伝導軸集束ソレノイド磁石
陽子ビームライン及びミュオン生成標的を直接見る

スーパーオメガビームラインで展開することが予

ため、高い放射線被曝にさらされる。このため超伝

想される実験は様々と考えられるが、ここでは最も

導ソレノイドの含浸は耐放射線性が高いビスマレイ

優先度が高い超低速ミュオンビーム源の場合につい

ミドトリアジン（BT）樹脂を使用する。また同様

て、設計検討している軸集束系について述べる。超

に熱輻射を抑えるためのスーパーインシュレーショ

伝導湾曲ソレノイド磁石により輸送されたミュオン
ビームは超低速ミュオン生成のために必要なレーザ
システムの設置空間を確保するため、また実験エリ
アにおける放射線強度より低減させるため、さら
に 6 m 以上輸送される。また超低速ミュオン生成
標的（高温のタングステンフォイル）上に高輝度ビ
ームとなるように集束させる必要がある。この間に
実際に実験を行うために必要なビームブロッカー、
ゲートバルブ及び陽電子セパレータを挿入しなけれ
ばならない。現在、設計中の超伝導軸集束ソレノイ
ド磁石の構造を図９に示す。ビームブロッカーは実
験エリアに人が入るときにビームを遮断し、放射線

図８．直線部で同じダイポール磁場を印加した

レベルを下げるために必要な装置である。陽電子セ

時の正負ミュオンの軌道。負ミュオンは上流の

パレータは、ミュオンビーム中の不純物（強度はミ

ダイポール磁場により直線部ソレノイドに衝突

ュオンの約 50 倍）である陽電子を取り除くために

して通過できない。

設置する必要がある。ソレノイド磁場が残留する位
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ミュオンを用いた先端的研究開発・計画

置でセパレータを動作させることは非常に困難であ

的、光学系、レーザシステム及びスペクトロメータ

るが、現在パルスキッカー方式やウィーンフィルタ

の設計検討も進め、最短で 2011 年度末には超低速

ー方式等様々な方法を検討し、効果的に陽電子を除

ミュオンビームを生成し、実験を実施できるように

去する方法を模索中である。薄レンズ輸送系は、セ

奮闘・努力している。

パレータ等を挿入する場所確保しつつ、ミュオンを
スーパーオメガビームライン計画は、以下の方々

輸送する。長ソレノイド輸送系は実験ターゲット位
置まで必要な距離を輸送するとともに、ボア径を小

の共同研究で進めている。（敬称略）

さくすることにより実験エリアでの放射線を軽減す

KEK：三宅康博、下村浩一郎、パトリック・ストラ

る。超伝導軸集束ソレノイド磁石は超低速ミュオン

ッサー、河村成肇、西山樟生、牧村俊助、藤森寛、

標的に高輝度で集束させる。

幸田章弘、門野良典
荻津透、槇田康博、吉田誠、岡村崇弘、中本健志、佐々

５．スーパーオメガビームラインの現状及び建設計

木 憲一、山本明

画

安島泰雄
捕獲ソレノイド磁石は前述したように既に完成

JAEA：髭本亘

し、2009 年 3 月に U- ライン上に設置してある。 東京大学：足立泰平、松田恭幸
捕獲ソレノイド磁石用の電源は今年度中に製作する

理研：石田勝彦

予定である。超伝導湾曲ソレノイド磁石は、概念設
計が終了し、東芝への発注を終えたところである。 参考文献
2010 年 9 月中には、実機のコイルサポート、真空

[1] Y. Miyake et al., Nucl. Inst. and Meth. In Phys.

槽及び冷却部のチムニーポートの詳細設計が東芝よ

Res., A600 22 (2009).

り提出され、2011 年 8 月には、実機が納入される

[2] K. Shimomura, et al., AIP Conference and

予定である。U- ライントンネル内に挿入するため

Proceedings of the 721 Neutrino Factories and

の移動台車、遮蔽体および実験ホールで実験を行う

Superbeams, 346 (2004).

ために必要なコンクリートブロック等の遮蔽体も

[3] Muons, Inc. 552 Nm Batavia Avenue, Batavia,

今年度中に納入される。したがって、2011 年夏の

IL.

J-PARC のシャットダウン期に超伝導湾曲ソレノイ

[4] K. Nakahara et al., Nucl. Inst. and Meth. In Phys.

ド磁石を U- ラインに設置し、10 月からのビームタ

Res., A600 132 (2009).

イムで実際にビーム取り出しを行う予定である。超

[5] K. Nakahara et al., AIP Conference Proceedings,

伝導軸集束ソレノイド磁石の電磁設計は今年中を目

1222, 420 (2010).

途に行い、予算が付き次第製作できるように準備し
ている。また同時に超低速ミュオンビームの生成標

図９．設計中の軸集束ソレノイドシステムの一例。

「めそん」No.32, 2010 年

秋

45

プチ特集

理研ＲＡＬミュオン科学研究
協定延長と２０周年記念式典
理化学研究所 仁科加速器研究センター
理研 -RAL 支所 松崎禎市郎
2010 年 7 月 2 日、 理 化 学 研 究 所 と 英 国
STFC(Science and Technology Facilities Council,
UK) は ,Rutherford Appleton Laboratory(RAL) にお
いて、野依良治理事長と Keith Mason STFC 議長の
間で、ミュオン科学研究協力を 2018 年 3 月まで
延長する協定に調印しました。ミュオン科学研究
協力協定は、1990 年に当初期間 10 年で調印され、
さらに 2000 年に 10 年間の延長が調印され、今回
は 2018 年 3 月までの延長協定となります。
このたびの協定調印式は、これまでの研究協力
20 周年を記念し、多くの歴代関係者を招いた記
念式典の中で行われました。20 周年記念式典は

協 定 書 に サ イ ン す る Keith Mason STFC 議 長
（左）と野依良治理事長（右）

ISIS 施設長の Andrew Taylor 氏の挨拶で開始され、
Keith Mason STFC 議長のお祝いの言葉に続き、野
依良治理事長の 20 年間におよぶ RAL での研究協力
に感謝する挨拶がありました。その後、ISIS Muon
Group Head の Philip King 氏から ISIS と日本研究
機関との国際協力に関するレビューがあり、理研
-RAL 支所長の松崎 禎市郎から理研 -RAL ミュオン
施設の紹介、現状、研究業績、今後の研究計画につ
いての説明をしました。この式典の後、第３期研究
協力協定の調印式が出席者の見守るなかで厳粛にと

協定書のサイン式典ののち、参加した理研スタ

り行われました。この式典には、理研職員のほか、

ッフと RAL スタッフとともに

幸運にもレーザー照射 µSR 実験で RAL に滞在され
ていた永嶺 謙忠 氏（UCR）、鳥養 映子氏（山梨大）
、下村 浩一郎 氏（KEK）のご参列をいただきました。
この後、20 周年記念昼食会が永嶺 謙忠 氏のお祝
いの言葉と乾杯で開催されました。昼食会の後、野
依良治理事長が、”Rutherford Lecture” で「Science
and Technology for Future Generations」という演
題で講演を行いました。200 席の講演会場は満席
となり盛況裏に講演会が催されました。
理研 RAL 20 周年記念式典で祝辞を述べる永嶺
謙忠氏（UCR)

46

「めそん」No.32, 2010 年

秋

プチ特集

こ の 場 を お 借 り し ま し て、 皆 様 方 か ら の 理 研 （旧）科学技術庁より認可される
-RAL 支所ミュオン施設に対するご支援を心より感

同年 9 月：「ミュオン科学研究に関する国際研究協

謝いたします。私達理研職員は、理研 -RAL 支所ミ

力協定」（期間 10 年）を理研と英国科学工学研究

ュオン施設をより一層すばらしい実験施設に育て上

会議（SERC）との間で締結

げ、皆様とのミュオン科学の共同研究を発展させて

1991 年 11 月：ミュオン施設建設開始

いく所存ですので、いままでと変わらぬご支援を賜

1994 年 11 月：ファーストミュオンビーム発生に

ります事をお願い申し上げます。

成功

また、これを機会に、理研 -RAL ミュオン施設の
概略を説明させていただきます。

1995 年 4 月：理研 -RAL 支所開設、µSR 法による
ミュオン物性研究開始
1996 年 6 月：ミュオン実験施設建設完了、トリチ

1.

ミュオンと理化学研究所

ウムガスを使用するミュオン触媒核融合実験開始
2000 年 9 月：第 2 期国際研究協力協定（期間 10 年）

ミュオンは電子の仲間の素粒子でパイ中間子の崩

を理研と英国研究評議会中央研究所 (CCLRC) との

壊で生成されます。パイ中間子は 1935 年湯川秀樹

間で締結

博士により理論的にその存在が予言されました。そ

2008 年 11 月：第１回国際評価委員会開催（RAL）

して、その崩壊粒子であるミュオンは 1937 年仁科

2009 年 11 月：第２回国際評価委員会開催（和光）

芳雄博士により宇宙線のなかで発見されました。そ

2010 年 7 月：第 3 期国際研究協力協定（期間 7.5

の当時は湯川博士も仁科博士も理化学研究所の研究

年）を理研と英国 STFC（Science and Technology

員であったということから、ミュオンと理化学研究

Facilities Council ）との間で締結

所とは強い関係をもっています。さらに、仁科博士

2010 年 8 月：現在に至る

の名前を冠した「仁科加速器研究センター」に所属
する理研 -RAL ミュン施設でミュオン科学研究を推

3. 理研 -RAL ミュオン施設の概略

進できる事を、私達理研職員一同は誇りに思ってい
理研 -RAL ミュオン施設では、ISIS 加速器からの

ます。

800 MeV 陽子ビーム（2011 年以降の目標値：300
2.

理研—RAL ミュオン施設の沿革

µA）が 10mm 厚さのグラファイト生成標的を貫通
し、原子核反応によりパイオンを生成します。パイ

理化学研究所・仁科加速器研究センター・理研

オンはパイオン収集系で収束及び運動量分析され、

− RAL 支所ミュオン施設は、英国ラザフォードア

長さ 5.5m の超電導ソレノイド電磁石（π -µ 崩壊系）

ップルトン研究所の ISIS 陽子加速器施設にミュオ

に導かれ、飛行中にパイオンからミュオンに崩壊し

ン施設を建設し、1995 年以来、大強度のパルス状

ます。生成された正、負の「崩壊ミュオン」ビームは、

ミュオンビームを用いた µSR 実験法を駆使して強

一次陽子ビームと同じ２重パルスの時間構造をもつ

相関電子系や分子集合体のミュオン物性研究を展開

ので、この施設ではキッカー電磁石とセプタム電磁

しています。また、1996 年以降、1,500 キューリ

石を用いて２つの単パルスに分離し、その単パルス

ーのトリチウムを用いたミュオン触媒核融合研究

をポ−ト１/ ２方向とポ−ト３/ ４方向のそれぞれ

（µCF）やミュオン原子 X 線測定研究を行っていま

に輸送することができます（運動量 65MeV/c まで
分離可能）。さらに高い運動量（運動量 120MeV/

す。
ISIS 陽子加速器は、800MeV, 300 マイクロアン

c 以下）の崩壊ミュオンビ−ムは、２重パルスビ−

ペア（目標値）、50Hz の陽子シンクロトロン加速

ムのまま各実験ポ−トに輸送してミュオン実験を行

器です。ISIS 施設はもともとパルス状中性子散乱実

います。また、生成標的表面で正パイオンが静止

験施設でしたが、中性子生成標的の上流にミュオン

した後にπ -µ 崩壊して生成する「正の表面正ミュ

生成標的を新設し、ミュオン施設を建設しました。

オン」ビーム（運動量 29.8MeV/c）も単パルスを

その経緯は以下のようになります。
1990 年 4 月：理研 -RAL ミュオン施設建設予算が
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きます。現在の理研 -RAL ミュオン施設には４つの

成果は、理研 -RAL ミュオン施設のホームページや

実験ポートがあり、①ミュオン触媒核融合（ポー

“annual report” をご参照ください。理研 -RAL ミュ

ト１）、② µSR 法によるミュオン物性（ポート２）、 オン施設の陽子ビームラインの反対側には、欧州連
③超低エネルギー正ミュオンビ−ム発生とその応用

合が建設した「表面ミュオン」ビームを用いたミュ

研究（ポート３）、④負ミュオンの水素原子核から

オン実験施設が建設され、1988 年ごろからミュオ

他の原子核への移行過程で発生するミュオン原子 X

ン物性実験研究を行ってきています。

線測定の研究（ポート４）を進めてきました。最近、
600 チャンネルのミュオン崩壊陽電子検出器を備
えた大型ミュオンスペクトロメータをポート４に設
置し、2011 年以降はポート２とポート４でミュオ
ン単パルスを使ったミュオン物性実験を同時に実行
することを計画しています。各実験ポートでの研究

理研 -RAL ミュオン施設レイアウト

建設段階の理研 -RAL ミュオン施設
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4.

ミュオン科学に関する国際協力研究協定

を再開する予定です。それに先立って、理化学研究
所仁科加速器研究センターの実験課題採択委員会

理化学研究所は英国 SFTC とミュオン科学に関す

(ML-PAC) は 2011 年 1 月上旬に開催する予定です。

る国際研究協定の第３期協定を 2010 年 7 月に締

従って、実験課題は 2010 年 11 月上旬から募集開

結しました。この協定は 2018 年 3 月までの延長

始し、12 月上旬締め切りの予定となっています。

協定です。この研究協定での両者の役割分担は以下

詳細が決定しましたら、日本中間子科学会の会員の

のようになっています。

皆様にはご連絡する予定です。

理研：ミュオン実験施設の建設、運転、維持・

6. 理研 -RAL ミュオン施設国際評価委員会と第 3 期
研究協力協定

管理を行う
RAL:： ISIS 加速器の陽子ビームをミュオン生成

理化学研究所 仁科加速器研究所は、理研 -RAL 支

に供する

所ミュオン施設の国際外部評価委員会を持っていま
この研究協定では、理研側と RAL 側で独立した

す。現在の委員会は、外国人研究者 4 名、日本人

実験課題採択委員会を有し、両者で独自のミュオン

研究者２名、外国人セクレタリー 1 名で構成され

科学研究を進めることを基盤とし、この点が特色で

ています。1998 年 11 月に RAL にて第 1 回委員会

あり他の国際研究協定に見られない独創的な点で

が開催され、1989 年から 1998 年までの理研 -RAL

す。また、この研究協定は日本と英国間の最初の大

支所ミュオン施設のミュオン科学業績について評価

型研究協力プロジェクトであり、その成功例として

をしました。さらに。1999 年 11 月には理研（和

いつも取り上げられています。

光市）にて第 2 回委員会が開催され、2010 年 9 月
までの第２期の理研と STFC との研究協定の延長を

5.

実験課題採択委員会

検討しました。その結果、（1）理化学研究所の第
3 期中期研究計画終了時期である 2018 年 3 月まで

理化学研究所 仁科加速器研究センターの物質・

協定を延長する、（2）今後の研究の柱として、µSR

生命実験課題採択委員会 (ML-PAC) は、だいたい半

法を用いた物質科学と超低エネルギーミュオンビー

年に１回開催され、理研 -RAL ミュオン施設のミュ

ム開発及びその応用研究の推進、これらの 2 項目

オン実験課題と RIBF での「非原子核」実験課題を

が推奨されました。この委員会答申を受けて、協定

評価、採択します。実験課題は委員会開催日の約 2

延長に関して、仁科加速器研究センターと理化学研

ヶ月前から１ヶ月間募集されます。課題申請書は英

究所で協議・検討されました。その結果、2010 年

語で作製し、委員会では申請代表者が英語で申請内

7 月 2 日に第 3 期研究協力協定の調印式を迎える

容を 15 分程度で説明します。実験課題申請書は理

事ができました。これも多く方々のご支援の賜物で

研—RAL 支所のホームページから取得することが

あると心より感謝いたしております。

できますので、ご覧ください。採択されたミュオン
実験は理研と申請研究機関との共同研究として理研

7. 理研 -RAL ミュオン施設の研究業績

-RAL ミュオン施設で実施され、その実験準備・実
験実施・データ解析・実験結果検討等は理研職員と

理研 -RAL ミュオン施設の研究にかかわる論文発

共同研究で進めています。従って、今までにミュオ

表は、1999 年から 2010 年 1 月までの期間で 286

ン実験の経験がない物性研究者の方々でもすぐミュ

編です。理研 -RAL ミュオン施設に寄せられた実験

オン物性実験を始めて頂ける研究基盤を備えていま

課題はいままでに 399 課題です。そして、ミュオ

すので、より多くの物性研究者の方々の実験課題申

ン実験にご参加いただいた研究者数は 570 名（リ

請を歓迎いたします。

ピーターを含む、理研職員は含まない）となって

現在、RAL の ISIS 陽子加速器施設は 2010 年 8

います。また、ご視察やご見学にみえた方の数は、

月中旬から 2011 年 2 月中旬にかけてシャットダ

412 名にも上っています。共同研究を行った国内

ウン期間中で、2011 年 3 月 1 日よりビームタイム

研究機関は 45 機関、外国は 13 機関となっています。
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最後に、今までに皆様から頂いた理研 -RAL ミュ
オン施設に対する多大なるご支援を心より感謝いた
します。私達理研職員は、理研 -RAL 支所ミュオン
施設をより良い実験施設に発展させ、ミュオン科学
研究を推進していく所存です。今後ともどうぞよろ
しくお願いいたします。

理研 -RAL ミュオン施設におけるミュオン科学
実験の国際・国内共同研究マップ

今後とも、より多くの国内外の研究機関とのミュオ
ン科学共同研究を推進していく計画です。
8. 理研 -RAL ミュオン施設の連絡先
かなり駆け足で理研 -RAL ミュオン施設の概略を
説明してきましたが、たぶん説明不足等の点がある
と思います。その場合はどうぞお気軽に下記の理研
職員までご連絡をお願いいたします。
松崎 禎市郎：
（電話：048-467-9353、電子メール：
Teiichiro Matsuzaki matsuzak@riken.jp）
石田 勝彦：（電話：048-467-9353、電子メール：
K Ishida ishida@riken.jp）
渡邉 功雄：（電話：048-462-4474、電子メール：
I.Watanabe nabedon@riken.jp）
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Ｊ－ＰＡＲＣ三宅グループによる
加速器科学研究奨励会受賞

平成 21 年 3 月 4 日、都内にて加速器科学研究奨
励会授賞式が行われ、「世界最高強度のパルスミュ
オン源「J-PARC MUSE」の建設」（代表：三宅康博
KEK 物質構造科学研究所教授）が特別賞を受賞し
ました。
J-PARC 物質生命科学研究施設（MLF）において、
陽子ビームライン、ミュオン源、２次ビームライン
から構成される施設（MUSE）の設計・製作・設置
をしたことに対する受賞です。
陽電子ビームが照射されるビームラインでは大強
度の放射線環境にさらされるため、全ての作業をリ
モートコントロールで行う必要があります。遠隔操
作が可能な設計を行い、0.1mm の精度で製作設置
したこと、更には世界最高強度のパルスミュオンの
生成に成功したことが評価されたものです。平成
21 年 1 月には共同利用実験が開始され、このビー
ムラインで得られた成果が、J-PARC 最初の論文と
して発表されました。
今後、物質科学や生命科学の分野で世界をリード
する最先端の研究成果の創出や材料開発などの展開
が期待されます。
（KEK 広報室の許可を得て下記 web サイトより転載
しました。）
h t t p : / / w w w. k e k . j p / j a / n e w s / t o p i c s / 2 0 1 0 /
Syoureikai10.html
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酸化窒素分子における負
ミュオン捕獲過程の研究
日本原子力研究開発機構
先端基礎研究センターアクチノイド
重元素系固体物理研究グループ
二宮 和彦
ミュオン原子の形成について最も興味深い現象の
一つとして、負ミュオン軌道は電子軌道の 200 分
の 1 の大きさであり、原子核の近傍となるにもか
かわらず、電子状態や原子の立体的な配置など、負
筆者はこれまで原子核と電子以外の構成粒子を持

ミュオンを捕獲する原子が置かれている状態に負ミ

つ原子であるエキゾチック原子、特にその中でも電

ュオン捕獲現象が強く影響されるということがあ

子の代わりに負パイオンや負ミュオンが導入された

る（分子効果もしくは化学効果）。一例として、ダ

系である、パイオン原子やミュオン原子について、 イヤモンドと黒鉛の二つの立体構造をもつ窒化ホウ
これらがどのように形成されるのかを一貫して調べ

素に、負ミュオンを照射したときに得られた窒素原

てきた。現在 J-PARC ミュオン施設において、ミュ

子のミュオン特性エックス線の強度を図 1 に示す

オン原子形成に関する基礎的な理解を目指して新た

[1]。負ミュオンは同じ組成式を持つ分子に捕獲さ

な実験を始めており、最新の結果に触れつつその概

れているにもかかわらず、ミュオン特性エックス線

要をご紹介したい。

の構造に明らかな違いが見られる。さらにこの二つ
のサンプルで、ホウ素と窒素原子へのミュオン特性

【はじめに】
負ミュオンは電子と同じ負の電荷を持っているた
め、物質中では文字通り重い電子として振る舞う。
つまり負ミュオンは原子核の正の電荷に捕らわれ
て、電子と同じように原子核の周りにミュオン原子
軌道をつくる。このような電子の一つが負ミュオン
に置き換わった原子をミュオン原子と呼ぶ。原子に
とらわれた負ミュオンは非常に高い励起状態にある
ことが知られている。また負ミュオンは電子と異な
る束縛状態を作るために、ミュオン 1s 軌道に至る
までのすべての準位は空である。このため負ミュオ
ンはすぐさまミュオン 1s 軌道に向かって脱励起し
ていく（ミュオンカスケード過程）。ミュオンカス
ケード過程は、電子との相互作用であるオージェ過
程とミュオン特性エックス線放出過程の二つの競争

図 1：窒化ホウ素に負ミュオンを照射したとき

によって進む。オージェ過程による遷移が起こるこ

のミュオン窒素の特性 X 線の強度 [1]。括弧内

とでミュオン原子の電子は失われ、その電子状態は

の数字は X 線放出に伴う負ミュオンの主量子

非常に乱されたものとなり、ミュオンカスケード過

数変化を表わしている（(2-1)= ミュオン K α X

程と同時に電子の再配列も起こる。

線）。
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エックス線の全強度の比、つまりホウ素原子および

ム半導体検出器を用いた。

窒素原子への負ミュオンの捕獲数の比が異なるとい

J-PARC ミュオン施設においては、これまで低エ

うことも報告されている [1]。これは負ミュオンが

ネルギーの負ミュオンの利用実績がなかったため

どの原子に、どのような初期状態（量子数）で捕獲

に、酸化窒素サンプルの測定に先立ちコミッショニ

されるのかということが、負ミュオンを捕獲する原

ングを行った。一気圧のネオンをガスチェンバーに

子の電子状態や立体構造に影響されていることを示

充填し、負ミュオンの照射を行うことで、低圧のガ

している。これまで酸化物やイオン化合物など様々

スサンプルに照射する負ミュオンの最適運動量やそ

な分子に対する負ミュオンの照射が行われており、 の強度について調べた。負ミュオンビームのパルス
特に負ミュオンが分子を構成するどの原子に捕獲さ

と同期する時間領域のイベントのみを取り出すこと

れるのかという捕獲比については、多くの実験報告

によって、図 3 に示すような低バックグラウンド

がある。一方でこれらの研究は各論的なものにとど

のミュオン特性エックス線スペクトルが得られた。

まっており、負ミュオン捕獲に具体的に何が関与し
ているのかについてはわかっていない。
本研究は分子への負ミュオン捕獲現象が、分子の
持つどの性質に影響されて変化しているのかについ
て、定量的な理解をすることを目的としている。そ
のために本研究では分子構造が単純で、なおかつ同
じ元素からなる分子群に対して負ミュオンの捕獲現
象を系統的に観察することを考えた。またミュオ
ンカスケード過程の最中に電子の再充填が起こる
と、オージェ過程によるミュオンの脱励起が優勢に
なり、ミュオンカスケード過程が変化することが知
られている。そこで本研究ではミュオンカスケード
過程において、ミュオン原子の衝突やそれに伴う電
子の再充填が起こらず、孤立系と見なせる低密度条
件、具体的には一気圧以下の気体をサンプルに用い
て実験を行うことにした [2]。これらの条件を満た
すものとして、本研究では酸化窒素類（一酸化窒素
: NO、一酸化二窒素 : N2O、二酸化窒素 : NO2）をサ
ンプルとして選定した。

図 2：D1 ポートにおける実験セットアップと
測定システムの概要。

【実験の概要】
負ミュオン照射実験は J-PARC ミュオン施設 D1
ポートにおいて行った。D1 ポートの µSR スペクト
ロメーターにはめ込む形のガスチェンバーを製作
し、図 2 に概要を示す実験セットアップを構築した。
本研究で対象とするミュオン窒素原子やミュオン酸
素原子の特性エックス線のエネルギーは、200 keV
以下であり、ガスチェンバーの壁による光子吸収の
影響が無視できない。本実験で用いたガスチェンバ
ーには、µSR のサンプル位置を中心にカプトン製の
測定窓を設けており、低エネルギーの光子について
も高効率の測定が可能である。ミュオン特性エック

図 3：ネオンにミュオンを照射したときに得ら

ス線の測定には、低エネルギー測定用のゲルマニウ

れたミュオン特性 X 線スペクトル。
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図 4：酸化窒素に負ミュオンを照射したときに得られたスペクトル。右図は µO(2-1) で規格化し
た µO(3-1) の強度。µO(3-1) の強度は NO2>N2O>NO となっている。
17-21 MeV/c の範囲で負ミュオンの運動量を変化

れの原子への負ミュオンの捕獲数に対応する。負ミ

させたところ、19 MeV/c 程度の条件で最も高いミ

ュオンの酸素原子および窒素原子への捕獲数からそ

ュオン特性エックス線の収率が得られた。検出器の

の比を I(N/O)NO = 0.90 ± 0.03、I(N/O)N2O = 1.44 ±

立体配置より考えて、このとき負ミュオンはガスチ

0.05、I(N/O)NO2 = 0.51 ± 0.02 と 決 定 し た。 こ れ

ェンバーの測定窓を中心とした領域に停止している

を分子を構成する原子一つあたりの負ミュオンの捕

と考えることができる。また D1 ポート µSR カウ

獲比に換算すると、A(N/O)NO = 0.90 ± 0.03、A(N/

ンターによって崩壊電子の測定を同時に行ったとこ

O)N2O = 0.72 ± 0.03、A(N/O)NO2 = 1.02 ± 0.03 と

ろ、同じく 19 MeV/c の条件のもとで前方と後方の

なった。

カウントレートがほぼ等しくなり、このことからも

負ミュオン捕獲比についてはこれまでに実験デー

負ミュオンは前方と後方のカウンターの中心、つま

タをもとに、それを予想するいくつかのモデルが

りはチェンバーの測定窓の領域に停止していること

提案されている。古くは負ミュオンの捕獲比は原

を確認した。

子番号によるとした Z 則 [3] があるが、この場合は

この条件のもとで、一酸化窒素（NO: 0.99 気圧）、 酸化窒素への捕獲比は A(N/O)NO = A(N/O)N2O = A(N/
一酸化二窒素（N2O: 0.98 気圧）、二酸化窒素（NO2:

O)NO2 = 0.875 となり、捕獲における分子効果を説

0.44 気圧）にそれぞれ 1 日程度の負ミュオン照射

明できない。分子効果を含んで負ミュオン捕獲にお

を行った。図 4 にこれらの酸化窒素サンプルにお

けるミュオン捕獲比の経験則として最も成功した

いて得られたミュオン特性エックス線スペクトルを

ものは中間子分子モデル（Large Mesic Molecular

示す。スペクトルを解析することで、酸化窒素の種

Model: LMM モデル）と呼ばれているものである

類によってミュオン特性エックス線の構造に明確な

[4]。LMM モデルにはいくつかの派生したものがあ

違いがあることが分かった。

るが、その主となる考え方は、電気陰性度にもとづ
き各原子に局在している弱い結合の外殻電子（オリ

【負ミュオンの捕獲比】

ジナルの LMM モデルでは 60 eV より小さい束縛

3 種類の酸化窒素サンプルについて、まず窒素原

エネルギーを持つもの）の数が、捕獲比に影響す

子と酸素原子への負ミュオンの捕獲比を調べた。負

るというものである。特に軽元素からなる分子で

ミュオンは捕獲後最終的にはミュオン 1s 軌道へ到

実績のある改訂 LMM モデル [5] から酸化窒素の負

達するために、1s 軌道へのミュオン特性エックス

ミュオン捕獲比を求めたところ、A(N/O)NO = 0.78、

線の強度、つまり Lyman 系列の全強度は、それぞ

A(N/O)N2O = 0.80、A(N/O)NO2 = 0.70 となった。こ
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の値はわれわれの実験結果を再現せず、さらに重要

負ミュオンの初期状態を求めるに当たって、本研

な事実として LMM モデルでは N 原子の電子の局

究では Akylas のカスケード計算コード [7] を用い

在が少ないものの方が捕獲比は小さくなるために、 た。この計算コードは、適当な初期パラメーターを
N2O>NO>NO2 の大小関係になっているのに対して、 与えることで、固体 [8] や気体サンプル [9] におい
実験結果は完全に逆の NO2>NO>N2O となった。実

て実験で得られたミュオン特性エックス線の構造を

験結果が LMM モデルの考える電子の分布によって

うまく再現できることが知られている。具体的な手

説明できるかを検討するために、Gaussian03 [6] に

法として、さまざまな初期状態を与えて負ミュオン

よる分子軌道計算を行い、酸化窒素の電子の結合エ

のカスケード過程をシミュレーションし、実験値

ネルギーやその分布について計算を行ったが、捕獲

を最もよく再現する初期状態の探索を行った。本

に関与する電子の結合エネルギーを変化させるなど

研究では初期の主量子数として n=16、初期の角運

LMM モデルを改訂することでは実験結果を再現す

動量量子数の分布としてパラメーターαで決まる

る計算値は得られず、これまで考えられてきた電子

P(l)=(2l+1)exp( α l) を与え、また孤立系であるため

分布以外の要素が負ミュオン捕獲比を決定する上で

に電子の再充填は一切起こらないとして計算を行っ

重要であることが明らかとなった。今後電子の分布

た。パラメーターαを変化させることで、図 6 に

ではなく新しいパラメーターによるミュオン捕獲比

N2O の例を示すように、実験値と計算値のミュオン

のモデルを構築する必要がある。

特性エックス線の構造が良く一致する角運動量量子
数の分布、つまりパラメーターαを決定した。これ

【捕獲された負ミュオンの初期状態】
図 5 に 3 種類の酸化窒素について、ミュオン酸
素原子の特性エックス線の構造を示す。ミュオン特

より酸化窒素の O 原子に捕獲された負ミュオンの
初期の角運動量分布として図 7 に示す結果が得ら
れた。

性エックス線の構造は、負ミュオンがどのような準

負ミュオンの持つ初期の角運動量量子数と負ミュ

位を通ってカスケードするかによって変化するため

オンを捕獲する原子の置かれている状態の関係とし

に、逆にミュオン特性エックス線の構造から負ミュ

て、隣り合う原子との距離の長い原子（空間的に制

オンがどのような経路でカスケードしたか、つまり

約が少ない原子）の方が、大きな角運動量量子数

は捕獲された負ミュオンの初期状態（量子数）はど

を持つ傾向にあるということが経験的に知られて

ういったものであるのかを見積もることができる。 いる [10]。3 種類の酸化窒素の酸素 - 窒素間の結合
ここでは本実験で用いた 3 種類の酸化窒素すべて

距離は N2O>NO2>NO となっているが、本実験の結

において、サイトが対称な一つに限られる酸素につ

果は大きな角運動量をもつ成分が多い順番として

いて、捕獲された負ミュオンの初期状態について議

NO>N2O>NO2 が得られており、これまで考えられ

論を行う。

てきたように、単純に結合距離のみで角運動量量子
数の分布を説明できないことが明らかとなった。一
方で NO2 分子に関しては直線分子でなく、負ミュ
オン捕獲現象に関わる電子がほかの 2 種の酸化窒
素に比べて空間的に広がっていないと考えると、小
さな角運動量量子数を持つということは妥当な結果
と解釈することもできる。どちらにしても、角運動
量量子数の分布の変化についても何によるのかにつ
いて、今後定量的な議論をしていく必要がある。
【まとめ】
負ミュオンの捕獲現象についての研究はこれまで
多くの実験が行われてきたものの、精度や異なる実
験同士の結果の整合性に問題があり、負ミュオン捕

図 5：ミュオン酸素原子の特性 X 線の構造比較。
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獲過程についてその詳細は理解されていない。現在
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【おわりに】
本稿で紹介した研究は J-PARC ミュオン施設にお
いて 2009B0035 および 2010A0046 実験として、
伊藤孝博士、髭本亘博士（日本原子力研究開発機構）、
ストラッサー・パトリック博士、河村成肇博士、下
村浩一郎博士、三宅康博博士、三浦太一博士（高エ
ネルギー加速器研究機構）、喜多真琴氏、篠原厚博
士（大阪大学）、長友傑博士、久保謙哉博士（国際
基督教大学）との共同研究グループによって行われ
図 6：N2O のミュオン酸素原子の特性 X 線の

たものである。

構造と、それを最もよく再現するカスケード計
算の計算値。
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図 7：実験値のミュオン特性 X 線スペクトルの

2008 年 3 月大阪大学大学院理学研究科化学専攻、

構造を再現する、酸化窒素に捕獲された負ミュ

博士後期課程を修了し博士（理学）取得。2008 年

オンの n=16 時の角運動量量子数分布。

4 月より大阪大学大学院理学研究科附属原子核実験
施設特任研究員を経て、2009 年 4 月より日本原子

J-PARC ミュオン施設においては、大強度かつ低エ

力研究開発機構先端基礎研究センター博士研究員

ネルギー負ミュオンが得られており、また本稿で紹 （現職）。主な研究テーマはエキゾチック原子の形成
介したような非常にバックグラウンドの低いミュオ

過程、形成後の電子状態の研究。

ン特性エックス線スペクトルが取得できた。このよ
うに負ミュオン捕獲過程について詳細な理解を行う
ための、精度の高い実験ができる環境が整ってきて
いる。本実験の結果はこれまで提案されている負ミ
ュオン捕獲のモデルでは、十分に再現できないこと
が分かった。今後 J-PARC において精度の高い実験
データを得ていくことで、ミュオン原子形成につい
て、何が分子効果のもととなっているのか、その詳
細を明らかにしていく。
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我らが研究室へようこそ
大阪大学大学院 核物質学グループ
大阪大学大学院理学研究科物理学専攻
素粒子・核物理学講座
核物質学グループ
三原基嗣
原子核は、核子（陽子または中性子）の集団から
なる量子多体系で、その構造は多様性を極めます。
私たちの住む地球上において、天然に存在する安定
1. はじめに

な原子核は約 300 種類ありますが、天然に存在し

さる７月の下旬の頃だったでしょうか、渡邊編集

ない不安定核を含めますと、約 6000 種類もの原子

長から研究室紹介の原稿依頼の E メールを受けた

核の存在が予想され、今のところ約 3000 種類の存

のは。よほどのことがない限り断ることを許さない

在が確認されています。ここ 2, 30 年間の加速器技

雰囲気を醸し出す、スキのないそして丁重な文面に

術の進歩により、不安定核の研究が急速に進み、安

屈服し、ふたつ返事で了解した次第であります。企

定核から得られた知識だけでは説明できない、ハロ

画の趣旨としてお示し頂いた、「中間子コミュニテ

ー構造（核子の密度分布が原子核表面の外側に大き

ィー間のコミュニケーションをつくっていく」とい

くしみ出した構造）、新魔法数出現など様々な現象

う目的に少しでも貢献できましたら幸いですが、私

が発見されました。私たちの研究室では、主に軽い

たちの研究室の研究内容は、ミュオン関係者の方々

質量領域における不安定核を対象に、その構造解明

にはあまり馴染みの無い部分が多いと思われ、実際

を目指しています。実験は、高性能の重イオン加速

のところ不安いっぱいであります。どうかご不明な

器と不安定核ビーム施設をもつ理化学研究所や放射

点は読み飛ばして頂くことでご了承願います。

線医学総合研究所において、新潟大、埼玉大、筑波大、
高知工科大、福井工大、中国原子能研 (CIAE) など、

2. 研究内容紹介

多数のグループと共同で行っています。

私達の研究室では、自然には存在しない不安定核

磁気双極子モーメントや電気四重極モーメント

やミュオンを用いた研究を行っています。研究対象
は、原子核そのものであったり、ベータ崩壊、自然
の対称性、あるいは放射線の検出を利用した固体物
性であったりします。
研究活動としましては、大阪大学豊中キャンパス
にあります、四十数年前に建設された５MV のバン
デグラフ型静電加速器（図１）を拠点に、国内外の
加速器施設を用いて結構頻繁に実験を行っておりま
す。では研究内容について以下に述べていきます。
2.1. 電磁気モーメントおよび反応断面積測定による

図１

不安定核構造研究

の写真はメンテナンス風景です。
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大阪大学バンデグラフ加速器施設。右側
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は、原子核の性質を表す基本的な物理量で、それぞ

測定 [6]（図３）などが挙げられます。Ne 同位体の

れバレンス核子のスピンや軌道、および変形や電

実験は、理研に新設された RI ビームファクトリー

荷分布を反映し、殻模型やクラスター模型といっ

での実験成果で、中性子過剰領域の核半径が、安定

た、原子核構造理論の検証に重要な役割を果たして

核の系統性にくらべて増大しており、中性子ハロー

います。実験はベータ NMR 法（2.2 参照）を用い

構造の存在を示唆しています。

23

28

22

て行います（図２）。私たちは最近、 Al、 P、 F

これらの実験の際には、準備期間も含めますと、

[1-3] などの不安定核の電磁気モーメントを新たに

１週間から長い場合は１ヶ月近くもの間、研究所に

決定しました。

滞在することになりますので、少々ハードではあり

また、不安定核ビームを標的核にぶつけて、全核

ますが、他大学の学生さん同士の交流など、よい刺

反応断面積（反応断面積と呼びます）を測定するこ

激になっているのではと思います。また、実験後の

とにより、不安定核の半径、あるいは核子密度分布

打ち上げの賑わいも楽しみのひとつでしょう（図

を知ることが出来ます。実際には、全反応事象を

４）。

検出するのではなく、標的への入射粒子数と、反
応を起こさずに標的を通過した粒子数から導出す

2.2. ベータ NMR、µSR による固体物性研究

る、トランスミッション法を用いることで、より単

私たちは、µSR に加えて、基本原理を同じくする

純な装置で高精度な測定を実現します。最近の研

ベータ NMR という手法を用いて物性研究を行って

究成果としましては、武智麻耶さん（現理研）の、 います。ミュオンと同様に、スピン偏極した原子核
第 13 回原子核談話会新人賞（2007 年）の受賞対

から放出されるベータ線は、弱い相互作用における

象となった博士論文「Elucidation of the behavior

パリティ非保存により非対称な角度分布を示しま

of reaction cross sections at intermediate energies

す。ベータ線検出を利用することで、非常に高い感

6

22

and halo structure of He」（文献 [4]）や、 C の中

度で NMR を検出することが出来るため、とりわけ

性子ハロー構造発見 [5]、Ne 同位体核半径の系統的

固体中における超希薄不純物の研究に力を発揮しま
す。

図２

放射線医学総合研究所 HIMAC での実験

の様子。上：ベータ NMR 装置。下：計測室
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図３

理研で行った Ne 同位体核の相互作用断

面積測定結果。
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大阪大学バンデグラフ施設においては、8Li(I = 2,
T1/2 = 0.8 s), 12B(I = 1, T1/2 = 20 ms), 12N(I = 1, T1/2 =
11 ms) などの軽い短寿命核プローブを用いて、金
属、半導体、イオン結晶など様々な物質中での不純
物の振る舞いを研究しています。Si 中の 12B のベー
タ NMR 測定からは、B のインプランテーションに
より形成される格子欠陥の詳しい様子が明らかにな
りました。B-Si 対の形成、解離の様子が、四重極分
裂スペクトルの温度変化からはっきりと観測されて
います [7]。ルチル型 TiO2 中の 12N のベータ NMR
測定を通して、TiO2 における窒素アクセプタの局
所電子状態について研究しています。二量子遷移

図５

Si 中の 58Cu ベータ NMR スペクトル。

スペクトルからは、酸素と置換した 12N 核位置に、
非常に小さな超微細磁場が低温で発生することを
示しました [8]。KEK の下村浩一郎先生の提案によ
-

り、負ミュオン (µ ) を用いて同様の研究を行ってい

中の窒素不純物が浅いアクセプタとして働くことを
示唆しています。

-

ます。TiO2 に導入された µ 粒子は、原子核に捕ら
えられミューオニック原子を形成します。酸素位置
-

に形成されるミューオニック原子 Oµ は、周りの電
-

理化学研究所のリングサイクロトロン施設では、
58

Cu(I = 1, T1/2 = 3.2 s) プローブ核を用いて、Si 中

Cu 不純物の研究を行っています。Si 中を高速で拡

子からは窒素原子核と見なされますので、µ SR 測

散し、半導体デバイスにとって深刻な汚染物質とな

定により置換窒素の電子状態を調べることが出来ま

る Cu 不純物の振る舞いを詳しく調べることを目的

す。PSI と理研 RAL で行った結果からは、超微細

に、企業の協力も得ながら研究をすすめています。

場のない（反磁性）成分が低温では減少し、100 K

まだプローブ開発の段階ですが、58Cu ベータ NMR

程度で回復している様子が見られ、ベータ NMR と

信号の初観測に最近成功しました（図５）。

同様の傾向を示しています。以上の結果より、酸素

µSR による研究としては、先に述べた負ミュオン

置換位置における窒素不純物は、低温においてはホ

による TiO2 の研究の他にも、タングステンブロン

ールを束縛し、その波動関数は空間的に広がってい

ズ HxWO3 中におけるミュオンの動的性質 [9] や、

る可能性を示しています。また約 100 K でホール

NiTi 合金についての研究を行っています。NiTi 合

は束縛を離れてしまうのであろうと考えられ、TiO2

金は形状記憶効果を示し、広く応用されています。

図４

放医研 HIMAC での実験終了後、北川敦

志先生（右上）宅にて（2010 年 7 月）。
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図６

バンクーバーのレストランにて（2010

年 8 月）。
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その特性の基となる、熱弾性型マルテンサイト変態

わかりませんが、いずれにしても現在提唱されてい

（原子拡散を伴わない相変態）の前駆現象として様々

るいくつかの理論に制限を与えることが出来るでし

な異常な現象が見つかっており、それを解明するた

ょう。測定のためには、中性子を極限まで冷却して

めに µSR による研究を行っています。京都大学白

容器に閉じ込める必要があります。そのために開発

井泰治先生と大阪大学荒木秀樹先生の研究グループ

された、図７に示す超流動ヘリウムを用いた超冷中

の、陽電子寿命による研究が発端となり、共同で研

性子 (UCN) 源 [10] により、世界最高の UCN 密度

究させて頂いています。つい先日 TRIUMF で実験

を達成し、きれいなラムゼー共鳴スペクトルを観測

を行い、NiTi 合金中ミュオンのナイトシフトのデ

することに成功しました（図８）。まだまだ開発が

ータを持ち帰ってきたところです。図６は、そのと

必要ですが、着実に研究を進めているところです。

きに Syd Kreitzman 先生方と会食したときの様子で

実験は阪大 RCNP のリングサイクロトロン加速器

す。

施設で、カナダやアメリカのグループと共同で行っ
ています。近い将来には、TRIUMF で実験すること

2.3. 中性子の電気双極子モーメント測定

が計画されています。

私たちの宇宙の始まりと言われるビッグバンによ
って、巨大なエネルギーが放出され、物質と反物質

2.4. その他の研究

が生成されたはずであるにもかかわらず、現在の宇

上記以外にも、いくつかの研究を行っておりま

宙には物質しか残されていません。これは、物質と

す。原子核のベータ崩壊において、陽子と中性子

反物質の間の対称性である CP 対称性が、わずかに

のベータ崩壊間の対称性（G パリティ）の保存則を

破れているためであることが知られています。この

検証する研究で、これまでに、鏡映対 12B-12N、8Li-

ことは、時間反転 (T) 対称性も破れていることを予

8

言していますが、いまだ直接観測には至っていませ

実験精度の範囲で保存していることを示しています

ん。T 対称性の破れは、ミクロな粒子に電気双極子

[11-13]。現在は、13B-13O 対についての実験を進め

B、20F-20Na のベータ崩壊において精密実験を行い、

モーメント (EDM) を生じさせます。電荷を持たず、 ているところです。また、国際基督教大の久保謙哉
比較的寿命の長い中性子は EDM 測定に適していま

先生方と、インビームメスバウアー分光の研究にも

すが、予想される値は非常に小さく測定は困難を極

参加させて頂いています。

めます。リーダーである KEK の増田康博先生の下
で、私たちは ILL のグループが示した中性子 EDM
の上限値 3 × 10

-26

e・cm よりも、さらに高い精度

3. 研究室はどんな感じ？
現在のメンバー構成は、教員３名、秘書１名、大

で決定することを目指しています。測定精度を上げ

学院生２名、４年生２名とこじんまりしております。

ることにより、EDM の有限値が得られるのか、あ

それに加えて、メンテナンスや機械工作の際には２

るいは上限値をさらに小さくするにとどまるのかは

名の技術スタッフに協力してもらっています。普段

図７
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UCN 源の装置図。

図８

UCN のラムゼー共鳴スペクトル。
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の研究生活は、研究の性格上出張が多く、少人数で
あるにもかかわらず全員揃う割合はやや少ないです
が、週１回のミーティングと、４年生と修士の学生
はゼミを行っています。またメンバーが揃ったとき
や、何か行事があったときには、打ち上げなどと称
して宴会を開いてコミュニケーションを図っている
というような感じです。また、バンデグラフのメン
テナンス作業など手が必要な時には、スタッフ、学
生総出で行います。学生さんもメンテナンス作業を
行うというのは、実際に加速器に触れ、仕組みを勉
強する貴重な機会になっているのではと思います。
バンデグラフ施設の一般公開も積極的に行っていま
す。年２回の大学祭のほか、８月の大学説明会や、
随時高校から見学の希望があれば対応しています。
もしご興味ありましたら、下記ホームページにご訪
問頂けましたら幸いです。
（http://vdg.phys.sci.osaka-u.ac.jp/）
参考文献
[1] A. Ozawa et al., Phys. Rev. C 74 (2006)
021301(R).
[2] D.M. Zhou et al., Hyperfine Int. 180 (2007) 37.
[3] M. Mihara et al., Nucl. Phys. A 834 (2010) 75c.
[4] M. Takechi et al., Phys. Rev. C 79 (2009)
061601(R).
[5] K. Tanaka et al., Phys. Rev. Lett. 104 (2010)
062701.
[6] M. Takechi et al., Nucl. Phys. A 834 (2010)
412c.
[7] T. Izumikawa et al., Hyperfine Int. 136/137
(2001) 599.
[8] M. Mihara et al., Physica B 401-402 (2007)
430.
[9] M. Mihara et al., Physica B 404 (2009) 801.
[10] Y. Masuda et al., Phys. Rev. Lett. 89 (2002)
284801.
[11] K. Minamisono et al., Phys. Rev. C 65 (2002)
015501.
[12] T. Sumikama et al., Phys. Lett. B 664 (2008)
235.
[13] T. Nagatomo, Doctor Thesis, 2009.

「めそん」No.32, 2010 年

秋

61

世界のミュオン施設を利用して

世界のミュオン
施設を利用して
理化学研究所
仁科加速器研究センター
石井康之
ある．放射光実験施設 SLS，核破壊中性子源実験施
設 SINQ，ミュオン実験施設 SµS が現在稼働してい
て，そこに冷中性子源実験施設とエックス線自由電
子レーザー施設も建設中であり，それらが非常にコ
ンパクトにまとまった研究所である．SINQ と SµS
筆 者 は 2007 年 か ら 理 研 RAL ミ ュ オ ン 施 設 で

は同じ 590 MeV 陽電子サイクロトロンからの大強

ポスドクとして働かせて頂いている．その中で， 度陽電子ビームを利用していて，SµS にはミュオン
2009 年と 2010 年に，幸運にもスイスのパウルシ

ターゲットが二つ配置されており，そこから合計６

ェラー研究所 (PSI) でビームタイムを頂き，DC ミ

本のそれぞれ特色あるミュオンビームラインが伸び

ュオンビームを用いた実験をさせて頂く機会に恵ま

ている．汎用表面ミュオンビームラインが GPS と

れた．

DOLLY，低温強磁場ビームライン LTF，超低速ミ

PSI は，スイスのチューリヒから電車とバスを乗

ュオンビームライン LEM，ミュオン順位交差法ビ

りついで約一時間，フィリゲンという町にある研究

ームライン ALC，崩壊ミュオンビームライン GPD

所で，物質構造，環境とエネルギー，健康科学の三

という構成である．サイクロトロンであるために

本柱を標榜する研究所だそうだ．筆者も全貌を把握

ミュオンビームは DC 状で，地理的にも英国の RAL

しているわけではないが，いくつかの加速器施設が

と近いということもあり，RAL の大強度パルス状

まとまった研究所らしい．大都会チューリヒから近

ミュオンと相補的に利用しているユーザーも多いよ

い割にはいわゆる『田舎』で，施設の前を馬や牛が

うである．筆者は幸いにも，GPD での圧力下 µSR，

横切ることもある，なんとも長閑なロケーションで

ALC での強磁場 µSR，GPS での少量試料による高精
度 µSR，LTF における極低温・高磁場の横磁場回転
µSR と，特色のある実験を多数経験することが出来
たので，それらの特徴を他機関との比較という点に
も注目して紹介させて頂く．
上流側のターゲット（TM と呼ばれている）から
は piM3 というビームラインが伸びていて，そこか
らの表面ミュオンビームは二つに分岐され，GPS と
LTF に導かれる．この二つのビームラインはスピン
ローテータを共有しており，横磁場回転 µSR 実験
も行うことが出来る．ところが，このスピンローテ
ータはミュオンのスピンを完全に（90°）立たせる
ことが出来ない．これは一見デメリットの様に聞こ
えるが，カウンターが前後だけでなく上下にも配置
されているため，場合によっては有効な実験が可能

ＰＳＩ航空写真
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下カウンターでは横磁場回転に相当するスペクトル

ことに低密度の有機伝導体サンプル 20 mg でも十

が得られ，また同時に前後カウンターで縦磁場スペ

分なデータレートで快調に実験することができた．

クトルもみることが出来る．デメリットとしては， またクライオスタットも非常に温調が早く，快適に
このようなレイアウトでは立体角が大幅に制限され

実験ができる．ただし，液体ヘリウムの消費は激し

るため，縦磁場，横磁場スペクトルともアシンメト

いようである．

リーが小さくなってしまうが，そこは大強度ビーム

ALC は，その名の通り元来ミュオン順位交差法

の特性を活かして，統計をためることで勝負できる （Avoided Level Crossing 法）に特化して設計され
ようである．ただし，スピンローテータを共有して

たビームラインであったが，近年カウンターが改良

いるので，LTF，GPS どちらかでローテータを必要

され，またヘリウムガスフロー型のクライオスタッ

とするときは，望む，望まないに関わらずもう一方

トも設置されたので，３ケルビン，５テスラまでの

のスピンも立ち上がってしまうということも考慮し

低温高磁場（縦磁場）µSR 実験ができるようになっ

ないといけない．そのため，プロポーザルを出すと

た．それにともないコントロールソフトウエアが他

きに希望すれば LTF と GPS 同時にマシンタイムを

のビームラインと統一され，他のビームラインで

アレンジしてもらうことが可能である．ユーザーと

µSR 実験の経験がある方なら手軽に高磁場実験がで

しても，同時に二つの実験を並行して行うことが出

きるようになった．ALC に限らず PSI の µSR ポー

来るので旅費の節約にもなるし，またスピンローテ

トには基本的に Linux OS の端末が DAQ および解析

ータを使う際も，他のユーザーを気にせずに使うこ

用に用意されているが，ソフトウエアは非常によく

とができる．ユーザー側にも施設側にもメリットが

整備されているので，ワークステーションになじみ

ある．筆者も今回はそのようにしてマシンタイムを

のない方でも少しの練習で操作が出来るようになる

アレンジして頂いた．

であろう．

GPS エリア
ALC エリアと担当の R.Scheuermann 氏
またもう一つ，汎用表面ライン GPS の特筆すべ
き特徴として，VETO カウンターを持っているとい

解析につかうソフトウエアは，現在は MUSRFIT

う点が挙げられる．VETO カウンターとは，試料に

というソフトウエアが用意されているが，TRIUMF

あたらなかったミュオンを検出し，そのイベント

で使用されている MSRFIT や，RAL で使用されてい

をキャンセルして SN 比を向上させるシステムで， てウインドウズ上で動作する WiMDA も使用可能で
試料の直後に配置されるカウンターのことである． あるので，各自の慣れた環境でデータ解析が出来る．
GPS は磁場強度 6 キロガウスで，設置されている
4

今回 ALC を利用して驚いたのは，Linux 端末に，オ

クライオスタットも He と平凡ではあるが，この

ープンソースでウインドウズプログラムをネイティ

VETO カウンターのために少量の試料でも精度の良

ブ動作させるためのレイヤーである wine がインス

い実験が出来るという特徴がある．今回，驚くべき

トールされていて，Linux 上で WiMDA が（エミュ
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レータを使わずに）動作するように設定されていた

間外にはラザニアやパスタの自動販売機が姿をあら

ことである．これは RAL ユーザーが PSI を利用す

わす仕掛けになっていたり，サイトパスが電子マネ

る上で便利であるだけでなく，筆者の様な Mac ユ

ー機能を備えていたりと，福利厚生面も充実してい

ーザーかつ RAL ユーザーにとっては大変嬉しい情

た．施設の外に目をやれば，牛や馬がゆっくり横切

報に違いない．つまり，unix 系 OS である MacOS

ってゆく．何かと世知辛い世の中であるが，こんな

上で WiMDA がネイティブ動作する可能性を意味し

実験生活もたまにはいいかもしれない，と思わせる

ているからである．さっそく私も macbook に wine

研究施設であった．

をインストールし，WiMDA を利用してみたが，数
時間でインストールからレジストリ設定まででき
て，ほぼ不都合なく動いている．もし，この情報に
興味のある方がいらっしゃれば，遠慮なく筆者まで
ご連絡頂きたい．
また，GPD では世界に先駆けて導入された圧力
下 µSR も経験することが出来た． DC ビームはビ
ームスポットが小さいので圧力セルも小型に設計で
きる．この点は RAL で圧力セルの開発に携わって
いる身としてはうらやましかった．
PSI は，色々な意味でユーザーとして非常に利用
しやすい施設であった．実験施設そのものもさるこ
とながら，ゲストハウスも割安で，共有のキッチン
があるので自炊も可能である．食堂のメニューも非
常に美味しかった．夜間や週末など，食堂の営業時

研究所の前を横切る馬を連れた人

MacOSX SnowLeopard 上でネイティブ動作している WiMDA．レジストリを適当に書き加える
ことにより GLE ともリンクし，MacOS 上の gv で解析結果をプロットすることもできる．
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印象を持った。
銅酸化物高温超伝導は発見から２０年以上経っ

SNS 2010
上海、中国

ても，まだ実験・理論ともやることのある「難し
い」テーマで、様々な分光法を駆使して，その性
質を明らかにしようと研究が続いている。従って、
SNS2010 は研究対象として銅酸化物と鉄砒素系が
半々ぐらいのプログラム編成で、しかも光電子分光

高エネルギー加速器研究機構

とトンネル分光を中心として，中性子／ミュオン／

物質構造科学研究所

NMR ／光学応答など、ありとあらゆる分光法を取

小嶋健児

り込んだ、なかなか見応え・聞きごたえのある会議
であった。

9th International
C o n f e r e n c e

o n

会議のウェブページ [1] は、今でも参照可能だと
思うが、プログラムを見てみよう。アブストラクト

Spectroscopy of Novel

集も（時間はかかるが）ダウンロード可能 [2] で、

Superconductors

各講演の内容の詳細はそちらを参照されたい。

(SNS2010, 上海，2010 年
5 月 23 日〜 29 日 )

初日の最初のセッションは鉄砒素系超伝導体の発
見を記念して、発見者 Hosono (TIT) の講演を皮切
りに X.H. Chen (UTSC), H. Eisaki (AIST), F. Steglich
（Max Planck）と主に鉄砒素系の物質合成とバル
ク な 性 質 の 発 表 が 続 い た。 そ の 後、non-high-Tc
superconductivity / theory and spectroscopies /
Ruthenate etc. と守備範囲の広いセッションがポス
ターを挿んで配置されていた。
２日目の最初のセッションは ARPES on cuprate

この会議は中国・上海の復旦大学（Fudan Univ.） という、現在となっては「古典的／標準的な」分光
フン）が主な議長と

法に割り当てられて、Z.X. Shen を始めとする世界

なって開催された。彼は、スタンフォード大学の

の主立った光電子分光グループの発表のうち、銅酸

Z.X. Shen（Z.X. シェン）のグループ出身の光電子

化物に関するものが集められていた。しかしながら、

分光屋さんであり、Ph.D 取得後数年で復旦大学に

この会議のセッションは、「○○法による□□の研

引き抜かれ、中国の光電子分光と強相関電子系の研

究」という組み上げ方だけでなく、例えば、２日

究をリードしている人である。議長の研究手法と最

目の最後のセッション「Pnictides versus Cuprates」

近の「スペクトロスコピー」の流行が光電子分光と

のように、誰もが興味を持つ研究対象の比較でトピ

トンネル分光であることから、プログラムの大部分

カルセッションを組んだり、理論のセッションを関

がこの２種の分光手法に席巻されていた感がある。

係深い実験の近くに置いたり（例えば、２日目の

の Dong-Lai Feng（ドンライ

特に目につく研究対象は 2008 年に東工大の細野 「Pairing of Fe-based superconductors」）、聴衆を飽
グループによって発見され、全世界で盛んに研究さ
れている、鉄砒素系超伝導体であった。この物質の

きさせないプログラム編成のうまさを感じた。
３日目は「鉄砒素系の中性子散乱」で始まり、

合成には，中国科学技術大学（UTSC）の Xian-Hui

H.A. Mook, P.C. Dai, W. Bao, C. Broholm というおな

Chen（シャンフイ

チェン）グループを始め、中

じみの中性子屋さんの発表で始まった（B. Keimer

国の研究グループが非常にアクティブに成果を出し

や P. Bourges のように、２日目や 5 日目のトピカ

ている。銅酸化物高温超伝導の時代（1990 年代〜

ルセッションに入った中性子屋さんもいる）。しか

2000 年代）ではまちがいなく世界の No.1 であっ

し、バルクな試料（望むべくは単結晶）の必要な中

た日本の試料育成技術も 21 世紀に入って、中国の

性子回折は、21 世紀の目で見ると、研究の進み方

人海戦術と経済成長（に伴う勢い）に押され気味な

が遅い印象を持ってしまった。鉄砒素系は発見され
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てからまだ２年しか経っていないのだから、良質な

多層系銅酸化物と鉄砒素系の話をした。以上のよう

バルク試料の合成が難しいのは当たり前であるが、 に、スピンプローブのセッションでは日本に関係の
一方、最近流行の光電子分光・トンネル分光とも薄

深い人々が講演者を独占し、この分野の日本の強み

膜試料が用意できれば測定が可能となるのも利点の

を発揮していた。

一つである。（３日目には薄膜のセッションもあっ

中国で開催される国際会議に出席するのは筆者は

た。）バルクな測定手法しかなかった銅酸化物の時

初めてであるが、一つ日本からの参加に大きな利点

代には気にならなかった点が、新しい分光法の登場

は「時差がないこと」である。日本からの移動時間

と共に目立ってくるのも時代の流れであろう。日本

も短く、それでいてエキゾチックな街の中で開かれ

のミュオン科学が第１優先順位で進めている「超低

た、満足できる会議であった。

速ミュオン」はまさに薄膜試料の測定可能にし、バ
ルクには存在しない物質の磁性測定ですら可能にな

[1]http://www.sns2010.org

る等、試料サイドからも新しい可能性が開けるプロ

[2]http://www.sns2010.org/uploadfiles/

ーブである。物性の測定に十分なビーム強度が早く

SNS2010% 20program% 20book.pdf

得られて欲しいものである。
３日目午後のエクスカージョンは，ちょうど開催
中の上海万博へのツアーであった。広大な敷地に各
国のパビリオンが建設されたおなじみの形式で、ボ
ランティアのガイドに参加者全員が案内されたパビ
リオンは「都市生活」。何のことか？と入ると、都
市の肥大化と地球環境問題がテーマで、問題提起は
されているものの、解決策には「電気を消しましょ
う・自転車に乗りましょう」など、決め手を欠いて
いる感があった。中国やアメリカも京都議定書を始
めとする国際的な枠組みに入ろう、と宣言してくれ
れば説得力があるのだが。その後は自由にパビリオ
ンを見て回るのだが、人気のあるものは中国全土か
ら集まった人々で長蛇の列が出来ていて、２〜３時

Banquet：筆者は左から４人目。

間待ちだったりして、とても４時間のエクスカージ
ョンの時間内では並ぶ気がしなかった。北朝鮮のパ
ビリオンもあって、人気（ひとけ）は全くなかった
が、すぐに入れるし、SNS2010 参加者の間では密
かな人気（にんき）を集めていた。
ミュオンの関係するセッションは、４日目の午後
（ポスターセッションの後）で、NMR と合同の「ス
ピンプローブ」のセッションであった。私は、これ
までの経緯から座長を頼まれていた。最初の講演は
Y.J. Uemura (Columbia) で、実験結果に彼流の解釈
がついてくる講演であった。比熱や電子ラマン散乱
等、様々な測定手段の結果との比較がなされ、かつ、
物理的描像の主張がなされているので、多くの質問
が出た。２番目は G.Q. Zheng（Okayama）が鉄砒
素系のマルチギャップの話をし、３番目は、T. Imai
（McMaster）が鉄砒素系の SDW 転移と超伝導の関
係の話をし、４番目は Y. Kitaoka（Osaka）が水銀
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も地下鉄１本という便利さであり、昼食についても
毎回、弁当とやや高級感のあるカレーライスが同時

ICSM 2010
京都

にふるまわれ、快適に会議を堪能できた。また、会
議場の中に噴水を伴う池があったが、そこに二匹の
大きな白鳥が放し飼いにされていて、趣きのある風
情も用意されていた。ただし、小生は白鳥に接近し
すぎてしまい、手を強く噛まれるという災難に遭遇

埼玉大学大学院
理工学研究科
谷口弘三

した。
会議の内容については、5 件の Plenary と約 20
件の Keynote の発表を筆頭に、口頭発表、ポスタ
ー発表合わせて、計 1100 件以上の発表件数があっ
た。この発表件数の膨大さは、ICSM2010 が関連
する研究分野の中では、最も大規模な国際会議であ
ろうことを示している。最初の Plenary Speaker は、
ノーベル化学賞受賞者である Alan J. Heeger 教授で
あった。講演内容は、ノーベル賞研究とも関連する
第三世代の半導体ポリマーについてであった。やは
り、ノーベル賞受賞者が、会議の初っ端の講演を受
け持つというのは、会議の豪華さを演出する。続
いて、Keynote や invited を含む口頭発表が行われ

2010 年 7 月 4 日 か ら 9 日 の 日 程 で、 京 都 の

たわけであるが、中規模の会場が 6 会場用意され、

国 立 京 都 国 際 会 館 に 於 い て、The International

パラレルセッションとして進行された。研究テー

Conference on Science and Technology of Synthetic

マしては、分子磁性、スピントロニクス、有機 EL、

Metals 2010（ 通 称 ICSM2010） が 開 催 さ れ た。 ポリマー LED、有機導体、有機超伝導体、導電性
ICSM は２年に１度開かれる国際会議であり、導電

ポリマーのエレクトロニクス、有機トランジスタ

性ポリマーや有機導体を含むいわゆる合成金属の化

ー、フラーレンやカーボンナノチューブ、グラフェ

学と物理に関するものである。本来、合成金属と言

ン、バイオ関連物質などが挙げられる。これらは単

った場合、有機物、無機物を問わず幅広い物質群が

に小生が PROGRAM を見て適当に書いたものであ

含まれるが、最近の傾向では、この会議への参加者

り、小生の専門以外のものについては内容などを把

の大半は、有機物質や分子性物質の研究者が占める。 握しているわけではない。この会議の主題は、名前
会議が催された京都国際会館は、小生がこれまで訪

からすると合成金属であったはずであるが、現状で

問した日本の国際会議場の中でも、最も設備の整っ

は、対象が発散的に広がっている。これは、分子性

た大規模な会議場であった。京都駅からのアクセス

物質に機能性については、古くからの電気伝導性だ
けでなく、その他の機能性に関する研究がいかに発
展してきたかを伺える事実である。
この国際会議には日本人が多く参加するのが常で
あるが、京都で開催されたことから当然その傾向は
強まった。特に、多くの大学院生も参加していた
が、若い研究者や大学院生を対象とした Award が
設けられた。4 人の若手研究者が Synthetic Metals
Young Scientist Award を獲得し、16 人（おそらく
すべて大学院生）が ICSM 2010 Young Researcher
Poster Award に輝いた。そのうち日本人は、前者
の賞では 1 名、後者の賞では小生の学生 1 名を含
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む 14 名であった。
さて、小生は有機導体が専門であるため、主に、
その分野の発表を聴いていたわけであるが、その分
野に限っても、物質の種類は膨大であり、対象とす
る現象も様々である。やはり、この会議は物理現象
というよりはマテリアルに関する会議であることを
再認識される。磁性に関連するものとしては、近年、
活発に議論されている三角格子を持つ Mott 絶縁体
系の物理に関するものが印象的であった。対象物質
は BEDT-TTF 系と dmit 系といった二種類の物質が
存在するが、それらの物性に関して NMR や熱伝導、
さらには理論研究の観点で議論された。フラストレ
ーションによるスピン液体状態の実現という問題
は、物理屋の興味をそそる問題であり、近い将来に
おいても、この分野の重要な研究テーマとなるであ
ろう。
また、スピントロニクスや有機磁性体など磁性に
関する研究分野の発表も年々多くなってきている。
今後も、「合成金属」の分野でも磁性研究がさらに
活発になることを期待したい。

68

「めそん」No.32, 2010 年

秋

国際会議に参加して

進展が紹介された。
実験サイドでは、森氏より PSI でデータ収集中の
MEG 実験による µ → e γ崩壊探索の現状報告があ

IFMFS 2010
つくば

り、ファーストデータの結果および、2009 年度に
取得した新しいデータの解析状況が報告された。そ
の後 7 月下旬の国際会議 ICHEP で、新しいデータ
の結果を発表し、測定感度および上限値を更新した

高エネルギー加速器研究機構

ことはご存じの読者も多いであろう。現在の実験上

素粒子原子核研究所

限値のすぐ下には様々な理論的予想値がひしめいて

三部

勉

おり、今後の MEG 実験の進展と次世代のミュオン
電子転換過程の探索実験が嘱望されている。これに
関連して Bernstein 氏により FNAL で計画されてい
る mu2e 実験、久野氏により J-PARC の COMET 実
験の概要と準備状況の報告があった。また、比較的
小規模の実験として、青木氏による J-PARC・MLF

2010 年 6 月 10、11 日、高エネルギー加速器研

のミュオンビームチャネルを利用したミュオン電子

究機構において、ミュオン基礎科学に関する国際

転換過程の探索（DeeMe 実験）、吉田氏による阪大

研究会（The 1st Workshop on Intensity Frontier of

RCNP での DC ミュオンビームチャネル（MuSIC）

Muon Fundamental Science）が開催された。LHC

に関する報告があった。MuSIC は RCNP 西実験室

の稼働により TeV 領域における高エネルギーフロ

にビームラインおよび標的・捕獲ソレノイドシステ

ンティアの進展が期待される中、LHC と相補的か

ムと輸送ソレノイドの一部の建設が完了し、いよい

つ更に高いエネルギー領域の物理を探索しようとす

よ今年の夏に陽子ビーム照射を行う。これらの進展

る大強度ビームを用いた精密測定は、その重要度が

についての実際の現場写真を交えた報告は迫力があ

増してきている。中でもミュオンを用いた素粒子物

った。Pasternak は次世代の高強度ミュオンビーム

理は、新しい物理現象の兆候を捉えるユニークな可

の実現を目指す PRISM 計画について報告を行った。

能性を持っていると考えられる。本研究会では、国

基礎物理定数の精密測定に関しては以下の講演が

内外の著名な研究者を集め、次世代のミュオン素粒

あった。後藤氏は超対称性理論 (SUSY) とレプトン

子物理実験を実現する為に、関連する課題を含めて

EDM について報告し、mSUGRA シナリオでは EDM

これらの物理の意義を議論し、具体的な実現のシナ

が質量でスケールすること、SUSY breaking やレプ

リオを検討する事を目指し、理論と実験を両面から

トン数非保存相互作用によって、スケーリング則が

議論を行った。講演は荷電レプトンフレーバーの破

破れ得ることを示した。野村氏はミュオン異常磁気

れ、異常磁気モーメント (g-2)、電気双極子モーメ

能率 (g-2) の理論的レビューを行った。特に、ハド

ント (EDM)、ミュオニウム超微細相互作用、をキ

ロンが関与する量子補正項について、最近の電子・

ーワードに構成された。

陽電子衝突実験データの紹介とそれを用いた理論予

研究会は鈴木機構長の開催挨拶で開幕し、名古屋

測の発展の紹介があった。結果として、g-2 の理論

大学・久野氏による現代素粒子物理におけるミュオ

的予想は実験データより４σ小さくなることが示さ

ン精密測定の位置付け、特に LHC との関連に重点

れ、このずれが質量 1TeV 以下の SUSY 粒子の存在

を置いたレビューが行われた。Pilaftsis 氏からは荷

によって自然に説明し得ることを示した。

電レプトンフレーバーの破れとその宇宙論的意味に

精密測定の実験については、下村氏がミュオニ

ついて Resonant Leptogenesis に基づいた議論がな

ウムの超微細構造分裂の精密測定について紹介し、

された。また、山中氏からのミュオン原子を用いた

J-PARC スーパーオメガチャンネルでは、ビーム強

ミュオン電子転換過程の探索や、小出氏によるミュ

度を生かし過去のデータより 300 倍の統計量を取

ーオニウム・反ミューオニウム変換過程を用いた新

得できることを指摘した。この実験によって、ミュ

しいゲージボソンの探索の可能性など新しい理論的

オンと電子の質量比の精度の飛躍的向上が見込まれ
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る。実は、この値は次に述べる g-2 測定にも用いら

より各研究所の状況および将来計画について報告い

れており、より精密に質量比を決定することが g －

ただいた。最後に岡田氏によって、ミュオンの稀崩

2 測定の系統誤差を減少にもつながる。g-2 測定に

壊探索、精密測定の重要性と LHC によって拓かれ

ついては、Roberts 氏による BNL・g-2 実験のレビ

る TeV スケールの物理現象との密接な関連とを再

ューと FNAL での継続計画の進捗について報告があ

確認し、研究会は閉幕を迎えた。

った。BNL・g-2 実験では磁石およびビームモニタ

以上、簡単ではあるが、研究会の内容の一部を

ーの開発・設計に関して日本から重要な貢献があっ

紹 介 し た。 研 究 会 の 雰 囲 気 が 少 し で も 伝 わ れ ば

たことについて述べられ、新しい FNAL での実験に

幸 い で あ る。 な お、 発 表 の ス ラ イ ド な ど は ウ ェ

も引き続き日本からの協力を強く嘱望されていた。 ブ ペ ー ジ（http://kds.kek.jp/conferenceDisplay.
FNAL では 0.14ppm の精度で測定し、さらに高い

py?confId=4846）からダウンロード可能である。

精度で上記理論値とのズレの検証を行う。一方、岩

今回は第 1 回目ということもあり運営上至らない

崎氏は J-PARC で行う超冷ミュオンビームを用いた

所もあったが、多くの研究者に参加いただき活発な

新しい g-2 精密測定を紹介した。この実験では BNL

議論が行われた。今回の反省点を生かし、来年度以

の実験と全く異なる手法を用いて、g-2 を 0.1ppm

降も同様の研究会を企画・開催していきたと考えて

の精度で決定しようとするものである。詳細は本号

いる。本研究会の開催に当たり、中間子科学会の皆

に掲載されている解説記事を参照されたい。この実

様の多大なご支援・ご協力を賜りましたこと、組織

験で重要なのはいかにしてレーザーイオン化に適し

委員の一人としてこの場を借りてお礼申し上げ、結

た大強度のミュオニウム源を室温で作るかというこ

語としたい。

とである。石田氏は TRIUMF・理研・KEK を拠点と
したミュオニウム源の開発について報告を行った。
さて、次世代のミュオン EDM 測定についても活
発な意見交換が行われた。ミュオン EDM 測定は自
然界の CP 対称性の破れの起源を解明するうえで、
電子・核子・原子・原子核などの EDM 測定と相補
的であり重要な測定である。Onderwater 氏はミュ
オン EDM 精密測定に関する実験手法のレビューを
行い、PSI, FNAL, J-PARC で提案されている実験に
ついて紹介した。早期の実現を期待したい。
プ ロ グ ラ ム 後 半 で は、 世 界 の 研 究 所 の 動 向 と
将 来 の 展 望 を 知 る べ く、FNAL (Kim 氏 ), TRIUMF
（Poutissou 氏）, LANL（宮寺氏）, KEK（西川氏）

会場風景

集合写真
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初めての国際会議での発表、INPC という会議の
規模の大きさ、実験グループを代表して発表すると
いう重圧のために、発表当日は緊張のあまり一日中、

INPC 2010
Vancouver, Canada

胃が痛かったです。発表後、早野研の皆様に夕食を
ごちそうになったのですが正直、あまりの胃痛で食
事が喉を通りませんでした（写真１）。
バンクーバーの街の雰囲気は発表が最後の方でず

理化学研究所

っと練習を重ねていたため、あまり把握出来ません

岩崎先端中間子研究室

でしたが、気候的には熱すぎず、かつ 21 時過ぎま

修士２年

康寛史

で昼間のように太陽が照っており、そこで飲んだビ
ールはとてもおいしかったです（海が近い！、写真
２）。
最後に、岩崎研の学生として唯一の参加となった
僕にまるで同じ研究室の人間のように良くしてくだ
さった早野先生、先生の奥様、早野研の皆様（特に

2010 年 7 月 4 ~ 9 日 に か け、International

鈴木隆敏助教はお忙しいにも関わらず僕の発表練習

Nuclear Physics Conference 2010 (INPC2010)

に最後まで粘り強く付き合ってくださいました）、

が カ ナ ダ、 バ ン ク ー バ ー の University of British

この場をお借りして感謝の意を申し上げたいと思い

Columbia において行われました。原子核業界で一

ます。ありがとうございました。更には「行きたい、

番大きな会議と言うだけあって、原子核、ハドロ

行きたい」とダダをこねた僕に快くゴーサインを出

ン、ニュートリノ等々、幅広い分野の理論家、実験

してくださった岩崎雅彦先生、応援してくださった

家の方々が世界中から集まり連日熱い議論を交わし

全ての方々、本当にありがとうございます。

て大にぎわいでした。僕にとっても CERN、BNL、
Fermilab、GSI、TRIUMF 等、普段行くことの出来

そして三年後、再びこの会議で発表するため頑張
ることを学生同士、誓い合ったのでした。

ない加速器の話、そこで行われるホットな物理に触
れることが出来たことは大変刺激的でありました。
特に永宮正治 J-PARC センター長、早野龍五先生、
永江知文先生は、J-PARC や K 中間子物理について
のこれまでと発展について大変興味深くお話になら
れ、夢中になって話に聞き入ってしまいました。
会 議 は 主 に 午 前 中 は plenary、 午 後 は parallel、
夜 は poster session と い う 構 成 で、 特 に poster
session はお酒を飲み交わしながら poster を見る、

写真１：発表後、早野研の皆様と downtown

という frank な感じで、学生の僕でも気軽に質問

にてお食事

できるという雰囲気はとても居心地がよかったで
す。 僕 は 幸 運 な こ と に parallel session で “Beam
Commissioning of K1.8BR Beamline at J-PARC
Hadron Hall” という題で発表する機会を得ること
が出来ました。K1.8BR Beamline の性能について
述べた instrument なこの発表では、TOF、静電セ
パレーターを使った粒子識別の手法と二次粒子、
主 に K ＋、K −、p-bar の yield の ビ ー ム 運 動 量 と
production target 依存性、最後に Sanford-Wang の

写真２. バンクーバーの海ではしゃぐ早野研、

式による予想との相違について等を述べました。

轟君（注：筆者ではない）
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FunSym 2010
Vancouver, Canada
理化学研究所
仁科加速器研究センター
石田勝彦

CINP Workshop on Fundamental Symmetries

会議ポスター

(FunSym2010) が カ ナ ダ の バ ン ク ー バ ー で 2010
年 7 月 9 日、10 日 の 両 日 開 催 さ れ た。 こ れ は

り、4%も小さい電荷半径を示唆している。これが

TRIUMF 研究所が主催した INPC2010（康氏報告を

本当なら水素原子を用いた精密実験に大きく影響す

参照）の後のサテライトとして開催された。参加者

ることとなる。どう決着するか楽しみである。

は 50 名、主催国のカナダから 24 名、ヨーロッパ

この他には冷中性子の電気双極子（EDM）を測

各国からも多数の参加があったが、日本からも国

って CP 対称性の破れを探る実験や中性子寿命を測

別としては２番目に多い６名の参加があった。会

る実験、π中間子のミュオンと電子への崩壊分岐を

議の趣旨は、原子・原子核・素粒子物理における

測る実験、K 中間子崩壊での時間反転対称性測定、

基本対称性について、比較的少人数で形式ばらな

η中間子の稀崩壊モード、反水素を用いた CPT 対

い議論をしようということであった。初日は夕方

称性測定、様々な偏極原子を用いた対称性測定実験

か ら British Columbia 大 学 (UBC) の 北 の は ず れ の

などがあり、ミュオンに関しては TWIST 実験より

Green College を会場とし、2 日目は南のはずれの

２体崩壊（μ→ e + X0）を探る解析の報告があった。

TRIUMF 研究所の会議室で開催され、18 件の口頭

筆者はミュオン g-2/EDM 実験計画およびそれに関

発表と 8 件のポスター発表があった。

する TRIUMF での実験最新結果についてポスター

会議の概要は

http://www.physics.umanitoba.

発表を行った。CERN の LHC が運転を始めた段階

ca/~gwinner/FunSym2010/FunSym2010.html

で、標準理論やそれを超える物理に関心が集まって

で見ることができる。測定に用いられた粒子は、ミ

おり、短いながら中身の詰ったタイムリーな会議で

ュオンの他に、中性子、π、Ｋ、η中間子、反水素、 あった。
様々な原子と多種多様であった。
最初を飾ったのが Nature(8 July, 2010) にも取り
上げられたミュオン水素原子の陽子電荷半径を決め
た実験である。ミュオン水素原子の 2S-2P エネル
ギー差（ラムシフト）は陽子電荷広がりによる 2S
状態の遮蔽効果によって点電荷での計算値から 2%
ほどシフトし、そのずれをレーザーを用いて精密に
決めることができる。問題は如何に 2S 状態を作る
かで、PSI での長年の苦労がやっと報われたようで
ある。実験結果は、水素原子を用いて決めたこれま
での陽子半径とは 5 倍の誤差分の大きな開きがあ
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化物系の電子状態」、「重い電子系Ⅰ（フラストレー
ションによる重い電子状態）」、「重い電子系Ⅱ（一

SCES 2010
Santa Fe, USA

般）」「フェルミオロジー」、「反転対称性の無い超伝
導」、「磁気励起と磁気秩序」、「量子臨界性：Yb 系」、
「近藤理論」、
「4d/5d 相関系」、
「重い電子系超伝導」、
「低次元空間での重い電子状態」、「磁性と超伝導」、
「FFLO」、「鉄プニクタイド」、「STM」、「価数揺動」、

北海道大学大学院 「4d/5f 相関系」、「115 系」と、20 を越えるテーマ
理学研究院 が掲げられるに至っている。f 電子系は物質のバリ
エーションが豊富なので、115 系やスクッテルダ
網塚 浩
イトを代表として、非常に多くの新物質がこの 20

年間に発見されるとともに、極低温・極限環境下
の精密測定が進んで、量子相転移に関わる非 Fermi
液体や創発性などの新しい物理の展開、さらには普
遍性追究の観点から高温超伝導体のみならず鉄プニ
クタイドや有機系超伝導体等のコミュニティともオ
ーバーラップさせつつ、この分野が発展してきた所
以である。
セッションはもちろんどれも面白そうなのではあ
るが、恥ずかしながら私の持ち得ているバックグラ
“International Conference on Strongly Correlated

ンドの貧困さと標高 2000 m の酸素濃度の薄さに

Electron Systems (SCES 2010)” が、USA、ニューメ

よって、抗い難い睡魔にかなりしばしば屈してしま

キシコ州、サンタフェのコンベンションセンター

った。幸いコーヒーはたっぷり用意されていたので、

で 6 月 27 日～ 7 月 2 日の 6 日間に渡り開催され

それを飲みながら何とか持ちこたえつつ、f 電子系

た。この会議は 1992 年の仙台開催以来 SCES の名

の講演を選んで聴いた。

称で毎年開催されているが、その前身となる幾つ

今回の会議で注目された話題の一つは（私が研

かの会議のうち、“International Conference on the

究しているから採り上げる訳ではないが）、URu2Si2

Physics of Highly Correlated Electron Systems” が

の隠れた秩序の問題であろう。Flouquet 氏の基調

1989 年に同じくサンタフェで開催されている。今

講演の主題であり、またこの物質だけで一つの招待

回の会議場には、当時を懐かしみながら参加されて

セッションが組まれ、さらに 20 件近いポスター講

いる方が多数見受けられた。私は ’91 年から参加す

演があった。招待講演では、隠れた秩序の起源と

るようになったので ’89 年の会議のことを知らない

して、播磨氏らが群論に基づく考察から局在電子

が、Proceedings によれば当時の講演規模は、招待

的な立場で反強四極子 (Oxy) 秩序を予言したのに対

22 ＋口頭 79 ＋ポスター 154 で総計 255 件となっ

し、Oppeneer 氏らは動的平均場理論に基づき、遍

ている。一方、約 20 年を経た現在は、基調・招待

歴磁性の立場から動的なスピン密度波転移という新

48 ＋口頭 14 ＋ポスター 409 の総計 471 件、約 2

仮説を提唱した。また、Seamus Davis 氏らは低温

倍の規模へと膨らんでいる。

で c-f 混成が進みファノ状態が格子状に発達する様

20 年前の会議の内容をざっと眺めると、主な話

子を STM を用いて実空間像として初めて観察し注

題は Ce、U 化合物の「重い電子状態」と「価数揺

目を集めた。ポスターでは、国内外複数のグループ

動状態」、「結晶場効果」、「非 BCS 超伝導」、そして

による ARPES 実験や Schubnikov de Haas 実験、バ

LBCO、YBCO 系を主とする「高温超伝導」である。 ンド計算の研究成果が発表され、活発な議論が交わ
これが SCES2010 では、オーラルセッションだけ

されていた。この系の問題は 25 年以上に渡ってこ

採り上げても、「量子臨界性（実験）」、「量子臨界

の分野の研究者を悩ませ続けているが、近年 Fermi

性（理論）」「URu2Si2」、
「スピン ( 液体 ) 状態」、
「酸

面の精密測定が急速に進みつつあり、そこから突破
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口が開けるのでないかと期待されている。ちなみ

超伝導発見 100 周年の記念企画が色々組まれるは

に MuSR や NMR では隠れた秩序で極めて微弱な内

ずで、今から参加を心待ちにしている。

場が観測されるが、上述の理論モデルや最近の展開
ではこの実験事実が忘れ去られているようである。
再々実験も含めてきちんと決着をつけなければと思
っている。
Yb 系 の 量 子 臨 界 点 近 傍 の 非 Fermi 液 体 異 常
もホットトピックスの一つとして採り上げられ、
Friedemann 氏 ら は YbRh2Si2 系 の 圧 力 効 果 と Co
や Ir ドープによる負の化学圧力効果の実験を示
し、Kondo Breakdown による Fermi 面の再構築を
伴う量子相転移と磁気的量子相転移との相関から
新たな量子相の発現の可能性を示した。これに対
し Coleman 氏は量子相転移にフラストレーション
を考慮して得られる新しい相図を理論的に提案し、
様々な Yb 系に見られる特徴を整理した。一方、三

サンタフェの街にかかる虹

宅氏らは Ce および Yb 系の量子相転移付随する異
常に対し、価数揺らぎと価数転移が本質的かつ重要
な役割を演ずることを示した。
その他、Park 氏の基調講演と、やはり一つの独
立セッションに採り上げられた 115 系における反
強磁性と超伝導との相関および FFLO 相の問題、ま
た、松田氏らによる低次元空間に閉じ込めた電子
による重い電子状態の発見、de Visser 氏らによる
UCoGe 系における強磁性と超伝導との相関、芳賀
氏らによる超ウラン系の話題などを興味深く聴い
た。 今 回、MuSR 実 験 に 関 す る 発 表 は、Gavilano
氏らによる CeAl3 の微弱磁性の圧力効果の研究と、
Egetenmayer 氏らによる反転対称のない超伝導体
CeRhSi3 系に関する研究の 2 件だけ（見落としてい

昼休み中のディスカッション

たらご容赦を）で、例年に比べて寂しい印象だった
ように思われる。
以上、会議後 2 ヶ月もボーッと過ごしてからサ
イエンスを思い出すのは大変であるが、アドビ様式
の家々が美しく並ぶ街の景色、会議場のフルーツた
っぷりの朝食、若き日のオキーフの抽象画、バンケ
ットのインディアンの踊り、久しぶりに会う友人達
とのビール片手の楽しい話などは、今も鮮明に瞼に
浮かぶ。Co-Chair を務められた J.D. Thompson 氏
と J.L. Sarrao 氏のお人柄を反映してか、サンタフ
ェの落ち着いた雰囲気の中で終始とても和やかに進
んだ、大変居心地のよろしい会議だったように思
う。来年の SCES2011 は、UK、ケンブリッジで 8
月 29 日から 9 月 3 日の期間開催される。もちろん
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バンケットで歓談中の筆者（正面中央右）
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若い学生の姿勢は大変熱いものがあります。博士課
程の学生ともなれば通常英語は議論に苦労しない程

International Workshop for
Functional Magnetic Materials

度に話せます。我々の発表が終了すると、積極的に
質問や意見を述べてくるのが他のシンポジウムとは
異なった雰囲気を醸し出しております。特に、日本

UNPAD, Bandung, Indonesia

への留学を強く期待する熱意はすさまじく、シンポ
ジウムなのか職ゲットの場なのかとまどうこともし

理化学研究所
仁科加速器研究センター
渡邊功雄

ばしばともいえましょう。
会議の内容は基本的に物性物理に限ったもので、
日本からの参加者によって分野が限定されておりま
す。また、3 大学で持ち回り的に開催しております
ので、各大学の色を反映した発表内容になります。
今年 UPNAD で開催した際には、太陽電池やレーザ
ー発振機などの応用を目指した研究成果の発表が

このタイトルを読まれた方は何の会議かさっぱり

なされました。日本側からは超伝導を主とした µSR

見当もつかないというのが正直なところと思いま

研究等に関して報告がなされました。また、学生や

す。それも当然でしょう。本会議は、仁科センター

若手研究者の交流に関して別途の会議も持つ機会を

が理研 RAL ミュオン施設の国際的活用を目指して

つくり、今後の協力関係に関する議論も行いました。

研究協力を始めたインドネシアの諸大学との研究交

本会議は他の国際会議に比べて歴史も規模も小さ

流を深めるために開始した会議だからです。仁科セ

いものです。しかしながら、日本とインドネシア間

ンターは、2008 年 7 月に、インドネシア国立系の

において物質科学研究に的を絞った国際ワークショ

３大学（パジャジャラン大学（UNPAD）、バンドゥ

ップはなかなかなく、本活動がその基盤になること

ン工科大学（ITB）、スラバヤ工科大学（正式には

を期待して協力関係を継続しております。幸い、諸

11 月革命工科大学（ITS）) ) と、理研 RAL ミュオ

所からの支持を得、来年春には更に多くの大学から

ン施設における物質科学研究協力に関する覚書を締

の参加を得て大き目のシンポジウムを開催する計画

結し、現在までさまざまな研究交流を行っておりま

を練っております。現に、これまでの研究交流をも

す。

とにしてすでに数名のインドネシアの研究者が理研

理研仁科センターとインドネシアの 3 大学とは

に滞在し共同研究を展開しております。理研 RAL

2007 年より研究交流を開始し、表題のようなタイ

ミュオン施設にも研究テーマが提出され実験を実施

トルをもってシンポジウムを定期的に開催しており

してきました。また、今年末からは博士課程学生を

ます。日本から理研スタッフを中心として数名の研

引き受けるなど、実質的な交流活動を生みだしてき

究者がインドネシアへ赴き、最近の研究結果を発表

ており、来年に計画している規模の大きなワークシ

するとともに将来的な研究協力の可能性を議論して

ョップがさらなる交流を生むことを強く期待してお

おります。2010 年においては、4 月末に UNPAD
の本キャンパスのある Jartinagor において会議を
開催いたしました。今回ですでに 4 回目となって
おります。
インドネシアにおける物質科学研究はどちらかと
いうとメジャーな分野ではありません。物理学科に
は多くの学生が在籍しているのですが、その多くは
外資系や優良企業への就職を目指した方がほとんど
です。日本のように修士課程や博士課程へ進学し、
研究職につくことを目指す学生はさほど多くはあり
ません。しかしながら、その中でも研究職を目指す
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臭みを感じずおいしくいただくことができます。
大学スタッフの方々も、国民性というのでしょう
か、おおらかで明るい方が多く楽しく会話をするこ
とができます。今後、この活動がどのような方向へ
進みどのような結果を出してくれるかはまだまだ未
知数です。今後は、理研 RAL ミュオン施設を中心
としてより多くの方々とのコラボを展開することを
目指しております。多くの若手研究者を呼び込み、
新しいフィールドを開拓することが今後の大きな目
標です。この会議は常にだれにでもオープンです。
もしご興味をお持ちの方がいらっしゃいましたら、
UNPAD 正門にて

是非次は一緒にインドネシアまで出かけませんか。

ります。
インドネシアは日本にとって極めて近い存在
で す。UNPAD と ITB が あ る の は Bandung と い
う大きな町です。ITS はインドネシア第２の都市
Surabaya です。どちらも暑いことには違いありま
せんが、Bandung は高地にあるため朝晩などは涼
しくてすごしやすいところです。生ものは日本人に
はちょっと危険ですが、たいていの食事は大変おい
しく食べられます。ナシゴレンやフルーツは本当に
おいしく、インドネシアを訪問するには十分価値の
あるものです。私は３度ほどドリアンジュースを試
してみましたが、甘く味をつけてあるので、さほど
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高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所
ミュオン科学研究施設報告
高エネルギー加速器研究機構
門野良典
1) 高エネ機構／物構研の動き
前回の報告（昨年３月）以降、物構研運営会議が
平成２２年４月１２日、同年７月２２日と開催され
た。以下にミュオン科学研究系に関することを中心

われ、国際協力推進室、共同利用研究推進室が新た
に設置された。
・H23 年度概算要求：
周知のように、KEK-B ファクトリー・アップグレ

に、主な内容を簡潔に列記する。

ード計画が「最先端研究基盤支援事業」の支援対象

・人事：

となることが 6 月に決まった。これに伴い、表記

物構研客員研究員について、ミュオン科学関連と

概算要求において「超低速ミュオンビームライン」

して青木秀夫（東大院理、客員教授）、石田勝彦（理

6.72 億円（3 年計画：総額 17.47 億円）が KEK-B

研仁科セ、客員教授）、髭本亘（原研先端研、客員

に代わる新規要求「基盤的設備等整備分（設備関係）」

准教授）の各氏に委嘱することで承認された。また、 の筆頭項目として文科省に提出されたことが報告さ
昨年度に引き続き池戸豊、増田鉄也の両氏をミュオ

れた。

ン科学研究系所属の研究機関研究員として、また西

2）ミュオン科学研究系

山樟生氏を同研究員（間接経費による）として雇用

J-PARC MLF の体制、MUSE の運転状況、施設整

することが報告された。さらに、7 月の運営会議で

備の状況等については三宅セクションリーダーによ

は、幸田章宏氏を研究機関講師（機構内公募）に昇

る報告に詳しいので、そちらを参照して頂くことと

任させる人事が認められた（8 月 16 日付け発令）。

し、以下では 2010A 期を中心に MUSE の全体的な

・計測システム開発室の発足と参加：

状況、および関連事項についての報告を行う。

物構研内に「計測システム開発室（室長：岸本）」 2-1）MuSAC
を置くことが運営会議で認められ、5 月に発足した。

J-PARC ミ ュ オ ン 施 設（MUSE） を 含 む ミ ュ オ

これに伴い、ミュオン科学研究系からも複数名（門

ン科学研究系の活動や研究成果を評価するととも

野、小嶋、河村、幸田）が同開発室に所属し、エレ

に、MUSE の将来計画を諮問するための国際委員

クトロニクスシステム開発グループ等の他グループ

会（MuSAC） が 3 月 11 日 〜 12 日 に 東 海 キ ャ ン

と共同して MUSE での新しい検出器開発を行なう

パスで開催された。今回からは MuSAC をよりサ

体制が整った。現在既にアバランシェ・フォトダイ

イエンスに重点を置いた「外部」評価委員会とし

オード（MPPC）をベースにした新しい陽電子検出

て組織し直すとともに、高エネ機構と J-PARC セン

システムのプロトタイプ器、および GEM 検出器を

ターとの共催で行なうこととし、高エネ機構側の

ベースにしたミュオン実験用 X 線／粒子線検出器

外部評価として、J-PARC の建設期間中に機構プロ

等を共同開発しつつあり、今年度末までに現在の

ジェクトとして行なわれた「海外ミュオン施設共

D1 実験装置に実装することを目標に計画を進めて

同利用（2006 〜 2008 年度）」、およびミュオン科

いる。

学研究系の国際外部評価（2007 〜 2009 年度）も

・機構組織等の改編：

同時に行なった。評価委員は J. Akimitsu ( 秋光純、

機構における国際協力体制の強化、および共同利

Aoyama-Gakuin University)、H. Amitsuka ( 網塚浩、

用研究者の受け入れ体制強化を図るために、本年 4

Hokkaido University)、R. Cywinski (University of

月 1 日付で機構組織および管理局組織改編が行な

Huddersfield)、E. Morenzoni (PSI)、J.-M. Poutissou
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( TRIUMF)、A. Shinohara ( 篠

原

厚、Osaka

2-2）大学共同利用

University)、J. E. Sonier (Simon Fraser University)、 ・MUSE 稼働状況：
E. Torikai ( 鳥 養 映 子、Yamanashi University) の 8

中性子源での水素モデレーターのトラブルによ

名の方々（議長は Morenzoni 氏）であり、2 日間

り、3 月より Run#30 以降の MLF でのビーム供給

にわたって MUSE の現状とアップグレード計画に

が中止となっていたが、当初の予定通り復旧し、5

ついての総括、海外ミュオン施設共同利用の成果、 月 9 日から大学共同利用実験が再開された。先に
およびミュオン科学研究系の研究活動についての評

MLF 施設利用委員会で認められた例外措置として、

価が、施設側からの口頭説明と資料に対する質疑応

５月末までのビームタイムが引き続き 2009B 期と

答により行なわれた。最終日の executive summary

して実験に割り当ててられ、5 課題が実施された。

では超低速ミュオンビームラインの実現をアップグ

・MLF ミュオン課題審査部会における分科会の発

レード計画中の第一優先度とする施設側やコミュニ

足：

ティーの提案について強い賛意が表されるととも

先の物構研運営会議、および MLF 施設利用委に

に、過去 3 年間にわたる研究・技術開発全体の質

おいて、物構研ミュオン PAC と MLF ミュオン課題

についても高い評価が表明された。（当該 executive

審査部会を合同で開催することにより審査手続きを

summary は翌週に開催された J-PARC 国際諮問委

簡素化することについて審議の上了承されたこと

員会でも Poutissou 委員により報告された。）最終

を承けて、同部会の下に 2 つの分科会が設置され、

報告も既に纏められており、高エネ機構長および

物構研ミュオン PAC と MLF ミュオン課題審査部会

J-PARC センター長へ提出されるとともに、施設ホ

両方の委員に対し、それぞれの分科会委員への委嘱

ームページで公開されている。

手続きを行なっている。なお、MLF ミュオン課題
審査部会では一部の委員について、2 年の任期満了
に伴う入れ替えを行なっており、新しい委員として
石田憲二（京都大）、神戸振作（原研機構）、久保謙
哉（国際基督教大）、小堀洋（千葉大）、野末泰夫（大
阪大）の各氏にお引き受け頂くことになった。
・第一回 J-PARC MUSE 成果報告会（6 月 3 日 -4 日）
：
2009A 及び 2009B 期に J-PARC MUSE で実施さ
れた大学共同利用実験について、各利用グループか
らの研究者による最初の成果報告会が東海１号館に
おいて開催された。J-PARC 全体で最初の出版され
た研究成果となった鉄系超伝導体に関する研究の続

MuSAC 委員（中央円卓）と聴衆（右手）

報をはじめ、固体物理、材料科学、物理化学、非破
壊元素分析、さらには素粒子物理までを包含する幅
広い研究分野に股がって全部で 14 件の成果発表が
行なわれ、専門家の間で突っ込んだ議論が行なわれ
た。
2-3）施設整備関係
・J-PARC ミュオン建設チーム技術報告会（6 月 4 日）
：
KEK-MSL と原研先端研のメンバーからなるミュ
オン建設チームは、J-PARC MUSE において高放射
線場に対応した陽子ビームラインを建設し、昨年
11 月以降の 120 kW 運転において、世界最高強度
のパルスミュオンを定常的に発生することに成功し

E.Morenzoni 議長（中央）J.-M. Poutissou 委員

た。これらの事が評価され、同チームは平成 21 年

（右手）篠原委員（右奥）、J.E. Sonier 委員（左奥）

度高エネルギー加速器研究奨励会団体特別賞を授賞
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・ミュオン生成用回転標的の開発
MUSE では、現在ミュオン標的として、エッジ冷
却方式のグラファイト固定標的（20 mm 厚の円板
状のグラファイトを銅製のフレームで周りから冷
却）を採用している。0.6 MW までは 1 年ほどの寿
命があるが、設計強度である 1 MW に到達した時
には、半年毎の標的交換が余儀なくされる。寿命を
大幅に改善する事を目指して一昨年より回転標的の
開発研究を開始しており、寿命を決定する要素とし
て考えられる軸受けの固体潤滑材の種類、荷重、温
度などの最適な条件を決定するために、ヒーター加
熱下での耐久寿命試験を行っている。また、これら
を踏まえて今年度中に実機製作を発注する予定であ
る。
・データ収集系および新型陽電子検出器開発
写真上：成果報告会会場の様子．下：発表者と
質問者のやり取りの様子

MUSE の µSR 測定データ収集システムは、大強
度ビームに対処するために従来とは全く異なるも
のが導入されている。これには KEK エレクトロニ

したが、同チームではこれを機に、建設会社、装置

クスシステムグループとの 4 年にわたる共同開発

機器製造会社も含め MUSE 建設に関わった方々に

研究の成果が生かされている。MUSE では、これら

幅広く集まって頂き、MUSE の現状を報告するとと

を導入後も共同利用実験者に安定で使いやすい測定

もに、これらの方々に感謝の意を表す会を行なった。 環境を提供するための改良（測定試料環境の遠隔操
報告会には 50 名を越す内外の参加者があり、施設

作への対応や自動測定プログラムの導入）を行いつ

落成の喜びを分かち合った。

つ、さらなる技術的進歩を取り入れるべく努力を継

・超低速ミュオンビームライン

続している。2009B 期の終盤にかけては、データ

表記整備計画に対して今年度の機構長留保から

バスに Ethernet を用いる基本技術として CPU を介

2.5 億円が措置されたことを承けて、その基幹設備

さない SiTCP データ収集ボード Copper-Lite への移

の一つである「超伝導湾曲ソレノイド」について 5

行を行なった。さらに、次世代 µSR 検出器として

月末に入開札が行なわれた結果、東芝が当該物件を

期待されている MPPC 半導体検出器をベースにし

落札した。現在、落札業者も交えて実機製作のため

た陽電子検出系の開発も行なっており、現在最終的

の最終的な検討作業を行っている。なお、本超伝導

な仕様を固めるためのテストを行なっている。この

電磁石については、KEK の低温グループからの強

結果を基に、今年度中に実機製作（128 チャンネル）

い協力の下で設計作業が行なわれている。

を行ない、µSR 実験に投入する予定である。
・D1/D2 ビームキッカーシステム開発
昨年来の懸案である本件については、装置を構成
する電磁石の製作が完了し、現在電源の設計と最終
仕様の策定に向けて急ピッチで作業が行なわれてい
る。なお、当初は本年度中の導入を目指していたが、
特に電源部分の開発要素が大きいため全体として予
定が遅れ気味であり、実機の導入は来年夏までずれ

写真：技術報告会会場の様子
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J-PARC ミュオン施設
J-PARC センターミュオンセクション
ミュオンｗｇグループ
三宅 康博
MUSE では、遠隔操作を前提とした陽子ビームラインを建設し、120kW の陽子ビーム強度で、
世界最高強度のパルスミュオン発生を達成した。これらの事が評価され、加速器奨励会特別賞を
授賞した。６／３（木）には、第 1 回成果報告会を、６／４（金）には技術報告会を開催した。
これまでに様々分野の実験研究が展開されつつある。また、超低速ミュオン計画や、回転標的等
の将来計画にも力をいれつつ、活動を続けている。
1. Decay-Surface ミュオンチャネル
RFQ の改良努力のおかげで、120 kW を越える

2. ミュオンラジオグラフィ
6. ビーム開発

陽子ビーム強度が安定に得られ、µSR の測定も順調

1. スライサー

に進んでいる。これまで、MUSE でおこなわれた実

2. 超低速ミュオン開発研究

J. Phys.: Conf. Ser. 225 012012(2010)

験を以下に示す。
1. 固体物理学（磁性・高温超伝導体の研究）

2.

度ビームに対処できるよう従来のシステムとはハー

法による磁性研究
2. 鉄ヒ素系高温超伝導体の µSR

DAQ の開発
MUSE での µSR 測定データ収集システムは大強

1. 圧力下で超伝導を示す有機物β ‘-(BEDT-TTF)2IBrCl の µ ＳＲ

Phys. Rev. Lett.103 027002

ド、ソフトともに新たなものが導入されている。こ

3.CeRu2Al10 の µSR ー磁気的状態の解明へ -

れには素核研エレクトロニクスシステムグループと

J. Phys. Soc. Jpn. At May, 2010

の 4 年越しにわたる共同開発研究の成果が生かさ

4. 希土類化合物の「高次多極子」の研究

れている。共同利用ユーザに安定で使いやすい測定

Phy.Rev. B, to be published

環境を提供するための改良（測定試料環境の遠隔操

2. 材料科学（Li 電池、合金、格子欠陥他）

作への対応や自動測定プログラムの導入）を行いつ

1.LixCoO2 等の Li 電池材料研究

つ、さらなる最先端技術を取り入れるべく、幸田・

2.CaFe2O4-type NaMn2O4 and LiMn2O4 中の µSR

小嶋等が中心となって、研究開発を継続している。

3.Li イオン伝導体における Li 拡散

ごく最近ではデータバスに Ethernet を用いる基本

4.NiTi 合金の熱弾性型マルテンサイト変態前駆現象のミュオ

技術として KEK、J-PARC/MLF で広く使われている

ンによる研究

SiTCP ベースのデータ収集ボード Copper-Lite への

5. ファインメットの性能評価（µSR）

移行、および次世代 µSR 検出器として期待されて

3. 物理化学

いる MPPC 半導体検出器の R&D が挙げられる。特

1. 負ミュオン原子生成の分子効果の研究

に、後者については今年度中に実際に µSR 分光器

2. 液体における水素原子様状態 (µ+e-) の生成機構の解明

を作製してテスト実験を行う予定である。

4. 素粒子・原子核物理
1.µ- + A(Z,N) → e- +A(Z,N) 稀崩壊の探索
5. 非破壊検査・ラジオグラフィ

3.

第１回 J-PARC/MUSE の成果報告会
J-PARC 物質・生命科学実験施設 (MLF) のミュオ

1. 小判、青銅貨幣の非破壊元素定量分析

ンビーム実験施設 (MUSE) で実施された研究課題の

Ｊ . Phys.: Conf. Ser. 225 (2010) 012040

成果報告会が、平成２２年６月３～４日、KEK 東海
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1 号館（IQBRC の北側に隣設）で開催された。最初に、 曲ソレノイド電磁石に関しては、機構長留保金を頂
MUSE 実験施設での、平成 20 年 9 月のミュオンビ

き、頭出しを開始した。国際入札の結果、東芝が落

ーム初生成、平成 21 年 11 月の MLF 120kW 強運

札し、現在、実機製作の最終の詰めの作業を行って

転での世界最高強度のパルス状ミュオンビーム達成

いる。本プロジェクトは、池戸、下村が中心となっ

等の施設報告がなされた。その後、2 日間に亘って、 て、低温グループからの力強い協力の元、進められ
ミュオン実験を実施したユーザーから 14 件の研究

ている。

成果が報告された。また現在、MLF 第 2 実験ホー
ルの D1、D2 実験エリアでの効率的なビーム利用
に向けて、シングルバンチのミュオンビームを同時
に取出す電磁石系の開発が進められている等の紹介
がなされた。共用運転が開始された以降、初の研究
成果報告会となる。

超低速ミュオンビームライン建設
6. ミュオン回転標的の開発
4「MUSE 技術報告会」 並びに 「感謝の会」
J-PARC MUSE 建設チームが、加速器奨励会特別

現在 MUSE では、ミュオン標的として、20mm
厚の円板状のグラファイトを銅製のフレームで周り

賞を受賞したことを記念し、「MUSE 技術報告会」 から冷却するという所謂、エッジ冷却方式のグラフ
並びに「感謝の会」が、平成 22 年 6 月 4 日、KEK

ァイト固定標的を採用している。0.6MW までは、

東海１号館、引き続き、水戸テラスザガーデンで

1 年ほどの寿命があるが、最終ゴールである 1MW

開催された。前者は、総出席者数 66 人のうち、14

に到達した時には、半年に 1 度の標的交換が余儀

企業

なくされる。寿命を大幅に改善する事を目指して、

32 人の参加、後者は、総出席者数 64 名の

うち、15 企業

29 名の参加を賜った。

回転標的の開発研究を開始した。寿命を決定する要
素として考えられる、軸受けの固体潤滑材の種類、
荷重、温度などの最適な条件を決定するために、ヒ
ーター加熱下での耐久寿命試験を牧村等が中心とな
って行っている。平成 22 年度中に実機を製作する
為の入札手続きを開始した。

5.

スーパーオメガチャネル
J-PARC MUSE でしかできない大強度超低速ミュ

オンビームラインの建設計画の一刻も早い実現に向
けてのＲ＆Ｄ並びに予算獲得に向けての活動を行っ
ている。ミュオン標的近傍で放射化が激しく、設置
場所での放射線強度が高い、トンネル内の超伝導湾

「めそん」No.32, 2010 年

秋

81

施設報告

理研−ＲＡＬ支所ミュオン施設
理化学研究所 仁科加速器研究センター
理研 -RAL 支所 松崎禎市郎
（１）理研 RAL ミュオン施設 20 周年記念式典
2010 年 7 月 2 日、 理 化 学 研 究 所 と 英 国

・パイオン崩壊系超伝導ソレノイド電磁石のヘリウ
ム冷却システム制御ソフトの更新

STFC(Science and Technology Facilities Council,

・ポート 4 実験用プラットフォームの建設

UK) は ,Rutherford Appleton Laboratory(RAL) にお

・ポート 2 スペクトロメータの整備

いて、野依良治理事長と Keith Mason STFC 議長の

・高圧固体 D2 標的システムの冷却性能試験

間で、ミュオン科学研究協力協定を 2018 年 3 月

・超低エネルギーミュオンビーム発生研究では、ミ

まで延長する協定に調印した。ミュオン科学研究

ュオニウム乖離レーザー強度の増強、室温ミュオニ

協力協定は、1990 年に当初期間 10 年で調印され、 ウムの高効率生成、ミュオン加速、収束、分析性能
その後 2000 年に 10 年間の延長が調印され、今回

の改良等の開発研究が進行中

は 2018 年 3 月までの延長となった。このたびの
協定調印式は、これまでの研究協力 20 周年を記念

( ５) 実験課題採択委員会

し、多くの歴代関係者を招いた記念式典の中で行

次回の実験課題採択委員会は 2011 年 1 月に開

われた。その後、野依良治理事長が、”Rutherford

催予定であり、実験課題募集は 2010 年 10 月から

Lecture” で「Science and Technology for Future

開始する予定である。実験課題採択委員会や課題募

Generations」という演題で講演を行った。

集の日程や詳細については後日通知する。

（２）2010 年度 前期ビームタイム実施記録

( ６) 2011 年のミュオンビームタイム予定（暫定）

・2010/1 サイクル（2010 年 4 月 20 日 - 5 月 28 日）
：

2010/3：2011 年 3 月 1 日 – 4 月 14 日（45 日間）

理研側はミュオン物性実験 10 課題、イギリス側は

2011/1：2011 年 5 月 10 日 – 6 月 9 日（30 日間）

ミュオン物性実験 4 課題を実施した。
・2010/2 サイクル（2010 年 6 月 22 日 - 8 月 12 日）
：
理研側はレーザー照射ミュオン実験 3 課題、ミュ
オン物性実験 12 課題、ポート 4 の ”Chronus” スペ

以上

クトロメータ性能実験 1 課題を実施した。イギリ
ス側はミュオン物性実 1 課題を実施した。
（３）ISIS 陽子加速器のシャットダウン
RAL の ISIS 陽子加速器施設は 2010 年 8 月中旬
から 2011 年 2 月中旬にかけて停止する。この期
間中、一次陽子ビームラインの中性子標的直前の 3
連四重極電磁石やミュオン生成標的の交換を行う。
（４）シャットダウン中のミュオン施設の予定
理研 -RAL ミュオン施設では、ミュオン施設、実
験装置の改善や整備を行う。
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日本原子力研究開発機構先端基礎研究センター
日本原子力研究開発機構
先端基礎研究センター
髭本 亘
日本原子力研究開発機構・先端基礎研究センター
では 2010 年 4 月より新規中期計画が開始となり、
それに伴いミュオン科学研究も新たなスタートを切
った。
１．組織の再編が行われ、ミュオン科学は「重元素
系固体物理研究グループ」の一部として行われるこ
とになった。また 4 月 1 日より職員として伊藤孝
氏を採用し、これに伴いグループ内で主としてミ
ュオン科学を遂行する人員は職員 2（髭本、伊藤）、
博士研究員 1（二宮）、客員研究員 1（西山）とな
った。
２．J-PARC におけるプロジェクト型研究として f
電子化合物研究が進展している。それと共に負ミュ
オン利用の科学、特にミュオン原子形成に対する分
子効果に関する研究を行っている（詳しくは本号の
二宮による記事参照）。また J-PARC ミュオン施設
において分光器関係機器の整備を行い、分光器用電
磁石や低バックグラウンド用チャンバーの開発など
が進んでいる。
３．ミュオンおよび陽電子を中心とした「エキゾチ
ック粒子」を利用した科学をテーマとした国際シ
ンポジウム Advanced Science Research Symposium
2009 (ASR2009)~ Positron, Muon and other exotic
particle beams for material and atomic/molecular
sciences ~ の プ ロ シ ー デ ィ ン グ ス が Journal of
Physics: Conference Series として刊行された。
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世界のミュオン施設の研究課題募集
【平成 23 年度前期 J-PARC 実験課題公募】
独立行政法人日本原子力研究開発機構 (JAEA) と大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機
構 (KEK) が共同で建設・運営を行なっている J-PARC (Japan Proton Accelerator Research Complex)
では、物質・生命科学実験施設 (MLF) におけるパルス状中性子・ミュオンを利用する実験課題につ
いて、平成 23 年度前期 (2011A 期 ) の公募を 11 月頃に開始する予定です。 公募内容の詳細につき
ましては J-PARC センターの該当ホームページ
http://www.j-parc.jp/MatLife/ja/applying/koubo.html をご確認下さい。
【理研 RAL ミュオン施設】
RAL の ISIS 陽子加速器施設は 2010 年 8 月中旬から 2011 年 2 月中旬にかけてシャットダウンし、
2011 年 3 月 1 日よりビームタイムを再開する予定です。それに先立って、理化学研究所仁科加速器
研究センターの実験課題採択委員会 (ML-PAC) は 2011 年 1 月上旬に開催する予定です。実験課題は
2010 年 11 月上旬から募集開始し、12 月上旬締め切りの予定で実験課題募集をする計画です。実験
課題募集予定や採択委員会の日程の詳細については後日お知らせいたします。
【カナダ・TRIUMF 研究所】
3 部門での実験課題募集を行います。審査会には TV 会議での出席が可能です。
・Molecular and Materials Science Experiments Evaluation Committee
(MMS-EEC、年 2 回 ; プロポーザル〆切 5 月、11 月 ; 審査会 6 月、12 月 )
・Subatomic Physics Experiments Evaluation Committee (SAP-EEC)
( 年 2 回 ; プロポーザル〆切 6 月、11 月 ; 審査会 7 月、12 月 )
・Life Science Projects Evaluation Committee (LSPEC)
( 年 1 回 ; プロポーザル〆切 3 月 ; 審査会 4 月）
2010 年 11 月に予定されている実験課題募集に関しては、詳しい日程がまだ公表されておりません。
詳細は http://www.triumf.ca/research/experimental-program を参照してください。
【スイス・PSI 研究所】
本年度後期におけるビームタイム課題募集は終了しました。12 月末に 2011 年前半のビームタイ
ム課題募集が行われる予定です。例年ではクリスマス前半にプロポーザル提出締め切りが設定されま
す。詳細は

http://lmu.web.psi.ch/

を参照してください。このシステムを用いるためにはユーザー

ズオフィスのシステム、PSI-Digital User Office (PSI-DUO) からの登録が必要です。PSI-DUO に関して
は

https://duo.psi.ch/

を参照してください。

【英国・ISIS】
2011 年 3 月からのマシンタイム再開へ向けて 2010 年後半に実験課題の募集が実施されます。
実験審査委員会が 12 月上旬に設定されておりますので、募集締め切り時期はその 1 カ月以上前に
設定される予定です。実験課題募集日程やビームタイム日程等の詳細は
applying/index.htm
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日本中間子科学会事務局からのお知らせ
・2010 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、2010 年度の会費を未納の場合は、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。銀行
振込みの場合は振り込み後事務局までメールでお知らせください。）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）4135827

口座名義

：日本中間子科学会		 口座名義

：日本中間子科学会

加入者振込局：和光郵便局		 銀行・支店名 ：埼玉りそな銀行

和光支店

・日本中間子科学会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 2010 年秋季大会大阪府立大学 WP 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、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
・日本中間子科学会インフォーマルミーティング（大阪府立大学中百舌鳥キャンパス WP 会場）
9 月 25 日（土） 18:00 〜 20:00
予定議題

・会長挨拶
・議長・書記

選出

・委員会報告
・研究施設報告（J-PARC MUSE、KEK、JAEA、RIKEN-RAL）
・国際会議・シンポジウム企画
・審議事項
（１）日本中間子科学会若手奨励賞
（２）J-PARC MUSE ロードマップについて
・意見交換
（１）日本中間子科学会の活性化について
（２）シンポジュウム企画について
（３）科研費等大型資金への共同申請について
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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も可）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：〒 351-0198 埼玉県和光市広沢 2-1
理化学研究所

仁科センター

岩崎先端中間子研究室

日本中間子科学会事務局
FAX

048-462-4648 （TEL 048-467-9353）

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：

所属学会等：
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物構研シンポジウム ’10
「量子ビーム科学の展望」開催のお知らせ
物質構造科学研究所
物構研は，加速器を用いた量子ビーム（放射光・

下村

議

理

中性子・ミュオン・低速陽電子）を，共同利用とし

会

要

項

て多くのユーザーに提供していますが，その研究環

日時：2010 年 12 月 7 日（火），8 日（水）

境は大きく変わりつつあります。J-PARC の物質・
生命科学実験施設では，世界最高強度の中性子・ミ

場所：つくば国際会議場（エポカルつくば）

ュオンを用いた利用研究が開始され，優れた成果
が創出されつつあります。一方 PF においては，5
GeV クラスのエネルギー回収型リニアック（ERL:
Energy Recovery Linac）の実現を目指して，様々

主催：高エネルギー加速器研究機構
物質構造科学研究所
協賛：日本物理学会，日本放射光学会，

な研究開発が行われています。今年度の物構研シン

日本中性子科学会，日本中間子科学会，

ポジウムでは，「量子ビーム科学の展望」をテーマ

日本結晶学会，日本高圧力学会、

として，このような物構研の提供する量子ビームの

日本表面科学会

将来展望について，ご議論頂きたいと考えています。
シンポジウム初日には，ERL 計画に関する準備

参加費：無料

状況の報告や，今後さらに大強度化する J-PARC で

参加申込方法：シンポジウムホームページの参加申

の中性子・ミュオン施設における将来構想の報告を

込フォームにてお申込下さい。旅費のサポート，宿

予定しています。また，PETRA Ⅲや FLASH という

泊を希望される方は 11 月 5 日（金）までにお願い

先端的放射光源を持つドイツ電子シンクロトロン

します。旅費，宿泊を伴わない参加申込は当日まで

（DESY）から数名の研究者を招待し，Euro-FEL を

受け付けます。

含めた DESY の将来計画についてお話を頂きます。
2 日目には，これらの将来光源の利用を視野に入れ， ポスターセッション：ポスター発表を希望の方はシ
電子相関物性・局所構造物性・超分子構造物性に関

ンポジウムホームページ参加申込フォームよりご応

する研究の将来展望を議論して頂く予定です。皆様

募下さい。

には，是非ご参加いただけますよう，お願い申し上

ポスター発表申込締切：10 月 22 日（金）

げます。

ポスター要旨締切：11 月 5 日（金）
懇親会：12 月 7 日（火）18:30-20:30
つくば国際会議場

多目的ホールにて。

会費は一般 5000 円、学生 3000 円を予定。
問い合わせ先：物構研シンポジウム '10 事務局
（imss-sympo@pfiqst.kek.jp）
シンポジウムホームページ：
http://imss-sympo.kek.jp/2010/
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プログラム：
◆ 12 月 7 日（火）

◆ 12 月 8 日（水）

＜ Opening ＞

＜２．電子相関物性の将来展望：

13:30-13:35

Prospects of Correlated Electron Sciences ＞

開会挨拶
下村

13:35-13:40

理（KEK 物構研所長）

9:00-9:30

来賓挨拶

高谷 浩樹（文科省 量子放射線研究推進室 室長）
13:40-13:50

【座長：伊藤晋一（KEK）】

主旨説明

村上洋一（KEK）

Alfred Baron（理研）

9:30-10:00
10:00-10:30

佐藤卓（東大物性研）

10:30-10:55

植村泰朋（コロンビア大）

＜１．量子ビームの将来構想：
Prospects of Quantum Beam Facilities ＞
【座長：池田進（KEK）】

【座長：門野良典（KEK）】
10:55-11:25

森初果（東大物性研）

11:25-11:55

十倉好紀（東大工、理研）

11:55-13:00

昼食（多目的ホールにて）

13:50-14:15

河田

14:15-14:35

瀬戸秀紀（KEK）

14:35-14:50

三宅康博（KEK）

＜３．局所構造物性の将来展望：

14:50-15:00

兵頭俊夫（KEK）

Prospects of Surface/Interface Sciences ＞

15:00-15:35

休憩

洋（KEK）

休憩

＋

集合写真撮影

【座長：伊藤健二（KEK）】

【座長：野村昌治（KEK）】
13:00-13:30

菅野了次（東工大）

15:35-16:05

Edgar Weckert(DESY)

13:30-14:00

中尾裕則（KEK 物構研）

16:05-16:35

Y.Shvyd'ko（APS）

14:00-14:30

吉信淳（東大物性研）

16:35-17:05

Heinz Graafsma (DESY)

14:30-15:00

福谷克之（東大生産研）

17:05-17:20

岸本俊二（KEK）

15:00-15:25

休憩

＜ポスターセッション＞

＜４．超分子構造物性の将来展望：

17:20-18:30

Prospects of Bio/Soft Matter Sciences ＞

（多目的ホールにて）

【座長：瀬戸秀紀（KEK）】
＜懇親会（多目的ホール）＞

15:25-15:55

Henry Chapman (DESY)

18:30-20:30

15:55-16:25

篠原佑也（東大新領域）

16:25-16:55

遠藤仁（東大物性研）

16:55-17:25

田中敬二（九大）

（多目的ホールにて）

＜ Closing ＞
17:25-17:35
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編集部の声
・理研 RAL が 20 周年の節目を迎えま

・This year summer is very

した。建設当初から参画してきた人間

hot. I feel it is hotter than that

としては感無量なところがあります。

in my hometown, Bandung,

しかし『加速器の寿命は 30 年』とよ

Indonesia. However, there are

く言われる中、これからどうやって施

a lot of nice memories in this
summer. The celebration of 20 years RIKEN-RAL muon

設を運営していけばいいのか、という
最近日本各

collaboration is one of them. In this event, I have a big

地で行われておりますが、地域の特色を生かした町おこし

chance to introduce our ongoing collaboration between

や市制改革。理研 RAL ミュオン施設も同様な波にのまれ

RIKEN and some universities in Indonesia to RIKEN

つつあることを実感しております。いったい何か施設の『特

President Prof. Ryoji Noyori. I also could directly hear his

色』なのか。いったい何をもって『施政改革』が行うこと

visions about international collaboration. All the things

ができるのか。なかなか難しい問題ですが、国の税金を使

he said make me feel enthusiastic to become a bridge

わせてもらっている研究者としては、納税者に顔向けでき

between Indonesia and Japan to build deeper and wider

るような形の結果を残していく義務があるでしょう。四半

collaboration between Indonesian scientist and Japanese

世紀前までは研究者はある程度の特権的自由があったでし

scientist.

ことが最も重要な課題になりつつあります。

ょう。半世紀前は楽園を享受できたとおもいます。しか

Another thing that makes me very happy in this

し、今は企業経営に近い感覚ですべてを考える必要があり

moment is that after finishing short discussion in RIKEN

ます。『めそん』もしかり。いったん形式を整えてしまう

office in RAL, I asked him to take a picture just in front

となかなか『改革』も難しいかもしれません。より多くの

of the poster of Foreign Postdoctoral Researcher (my

方々が興味をもって読んでくれるような会誌とはどのよう

current position in RIKEN). Surprisingly, he offered me

な会誌なのでしょうか。今号で編集委員が一新されてから

to pose similar with that in poster. Nice memories in hot

３巻目です。４巻目はもうちょっとよくなっていることを

summer. (RIKEN, Risdiana)

期待して、また自分の研究スタイルを自己批判・反省して ・今は昔 (?)、今年は 4 年に 1 度のサ
いる今日この頃です。皆様は『めそん』を見てどのような

ッカーの祭典、ワールド杯が南アフリ

感想をお持ちでしょうか。是非編集部までお声をお願いい

カで開催されました。日本代表の活躍

たします。（理化学研究所・渡邊功雄）

は記憶に新しいのではないでしょう

・猛暑が続いています．研究室にベトナ

か。大会前の強化試合では負けが続き、

ム人とスリランカ人の留学生が数名居り

一次リーグ敗退が濃厚との下馬評に反

ますが，彼らは口をそろえて言います．

して、初戦カメルーン戦の勝利を機に、

大阪は母国よりもずっと暑い．え，君ら

試合を重ねるごとに強くなって行く日本代表がそこには

は暑い国から来たのではないのか？しか

ありました。一次リーグ最終戦のデンマーク戦に至って

し事実なのでしょう．下宿に帰ると暑い，あるいはエアコ

は、これは本当に日本代表か？という勢いでした。W 杯

ンの電気代がかさむので，朝早く研究室に来て深夜まで実

後に報道された内容によれば、大会前はバラバラだった

験に励むようにしていると言っている学生もいます．なる

チームがある一つの meeting を機に一致団結し、みん

ほど．暑いからさっさと仕事を片付けてビールを飲みたい

なが一つの同じ目標に向かうことができ、個々の力を最

というおっさんとは違います．本当にしっかり実験してい

大限発揮することができたとありました。個々が優れて

るのかは確認の余地がありますが．少し前に CO2 量増加

いるだけでは十分ではなく、個々が融合されて発揮され

と温暖化の因果関係について物理学会誌上でも論争があり

るチーム力の重要性を改めて感じさせられ、その力の凄

ました．素人目には決着していないように見えました．し

さを実感させられました。時を同じくして、7 月に理研

かし，エコ割引などと称して家電や車をどんどん買い換え

-RAL ミュオン施設の 20 周年式典及びミュオン科学研究

させる政策．いったいそれがエコなのか？ずっと疑問です． 協力協定の延長が理研と英国 STFC の間で調印されまし
しかも需要の先食いでしかないので経済対策としても怪し

た。理研 -RAL ミュオン施設では、port-4 に新たな µSR

いという突っ込みも必要でしょう．今夏の暑さはどうも人

分光器 CHRONUS が設置され、理研 -RAL ミュオン施設

間の仕業だけではない気もしますけれども，今号が皆様の

の第 3 世代の始まりです。個々の研究はもちろん、さら

お手元に届く頃には秋の気配が感じられるようになってい

にその先を目指して進化し続けたいものです。（理化学研

ることを望むばかりです．（大阪大学・中野岳仁）

究所・大石一城）
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