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July 15, 2019
高橋忠幸  Kavli IPMU, 東京大学
Opening
木野康志  東北大学
Basic research of in-flight muon catalyzed fusion in the Mach shock wave interference region (Theory)
佐藤元泰  中部大学
Basic research of in-flight muon catalyzed fusion in the Mach shock wave interference region (Experiment)
中村哲  東北大学
Investigation of deep inside of nuclei and neutron stars with high-energy photons
永尾翔  東北大学
Development of pair of charge separation magnets and cryogenic target system for hypernuclear study
石川貴嗣  ELPH, 東北大学
Study of charge symmetry breaking from the presice and accurate measurement of the nn scattering length using virtual photons
本多良太郎  東北大学
Development of a data streaming type MPPC readout circuit for a Lambda-proton scattering experiment
高橋忠幸  Kavli IPMU, 東京大学
Novel and Interdisciplinary Application of Hard X-ray and Gamma-ray Detectors
柳下淳  Kavli IPMU, 東京大学
Application of an ultra-high-resolution CdTe SPECT prototype to multi-probe in vivo imaging
水間広  理研
Towards a new methodology of functional imaging for the central lymphatic system using an ultra-high-resolution SPECT
梅田泉  Kavli IPMU, 東京大学
Radionuclide-carrying liposomes for radio-theranostics and novel medical imaging
小高裕和  東京大学
Improving the sensitivity of cosmic MeV gamma-ray observation by multiple scattering Compton cameras and their applications 
to nuclear medicine
中村信行  電気通信大学
Quantum electrodynamics of highly charged heavy ions studied with state-of-the-art cosmic x-ray detectors
佐谷秀行  慶応大学
Cancer stem cells: targets for cancer eradication

July 16, 2019
中村浩二  KEK 素核研
Development of Low Gain Avalanche detector for Medical application
二宮和彦  大阪大学
Development of a new non-destructive 3D elemental analysis method using negative muon beam
中村智樹  東北大学
Application of muon analysis to Hayabusa2 returned sample
髭本亘  日本原子力研
Electron many-body effects in nagative muon capture processes for strongly correlated electron systems
上野秀樹  理研
Highly Spin-polarized RI Beams and the Application to Nuclear and Condensed-Matter Physics
高峰愛子  理研
Development of an RF ion guide gas cell for universal ultra slow RI beams
三原基嗣  大阪大学
Development of highly spin polarized lithium and oxygen radioisotope beams for the study of battery materials
三宅康博  KEK 物構研 
Advanced Negative Muon Beam Development
山崎高幸  KEK 物構研
Development of a flat-top RF acceleration cavity for negative muon microbeam production
東俊行  理研
Precision measurements in atomic and molecular physics using a negative muon beam and its application to observations in astrophysics
奥村拓馬  理研
Day-1 experiment of muonic X-ray spectroscopy with a TES detector at J-PARC and future plans
藤本龍一  金沢大学
Research on stable operation of superconducting transition-edge sensors in neutral particle measurement
久間晋  理研
New approach to astrochemical reaction dynamics by a high-precision superconducting X- ray calorimeter
渡辺伸  宇宙研機構
Detector development for all projects
梅垣いづみ  豊田中央研究所
Visualization of valence and electronic states using elemental analysis with muonic x-ray
福家英之  宇宙研機構
Cosmic-ray observation using exotic atoms and applications of this new approach
木村智樹  東北大学
Synthesis and accumulation of space-weathered icy moon’s surface materials uncovered by planetary quantum beam experiment 
and muon analysis
小林義男  電気通信大学
Study of ion coductivity of fluoride-ion battery material
高橋忠幸  Kavli IPMU, 東京大学
Summary, future prospects and discussion

表紙の写真は
2019年7月15日(月) - 16日(火) カブリ数物連携宇宙研究機構(東京大学柏キャンパス)にて開催した
本新学術領域「宇宙観測検出器と量子ビームの出会い。 新たな応用への架け橋。」ワークショップ 第１回領域全体会議
にて撮影した参加者集合写真です。

当日のプログラム

２



 

目次

総括班より

2019-2020 年度　公募研究課題紹介

若手研究者紹介

　コロラド州 NISTより　Boulderだより

A01班 J-PARC ビームタイム

４

５

２２

２８

２９

３



!

 

        

 新学術領域「宇宙観測検出器と量子ビームの出会い。新たな応用への架け橋。（量
子ビーム応用）」が始まって2年が過ぎました。これまでに、8回の総括班会議を開催
し、領域全体の研究、計画研究相互の設備共有、横断的な検出器開発の方針の確
認及び調整を行いながら領域の運営を行なっております。共同で開発すべき検出器
としてテルル化カドミウム(CdTe)検出器やTESマイクロカロリメータについて具体的
検討を行い、総括班が積極的に横断的な開発計画を主導しています。2019年7月に
は第1回領域全体会議を公開で開きました。さらに、より広い範囲の知見を集めて研
究を推進し、検出器のより広い応用分野を探るために、国際シンポジウム「The 
cosmos at high energies: exploring extreme physics through novel instru-
mentation」を2019年10月に開催し、新たな試みとして「クラスター階層」と共催で
「合同検出器ワークショップ」を2019年9月に開催しました。こうした活動を、ホームペ
ージ（ https://member.ipmu.jp/SpaceTech_to_QuantumBeam ）にて紹介して
います。
一つの統合された領域としての進展を図るために、総括班メンバーが複数の計画研
究に研究協力者として積極的に参加する仕組みや、検出器グループへのフィードバッ
ク機構として総括班に定義した領域内の検出器開発調整の仕組みがよく機能して、
各計画研究班の開発グループへのフィードバックが適切に行われていると考えてい
ます。また、2019年度からは、各研究項目に対応する研究に加え、領域内を横断する
ような研究、 あるいは領域内の研究成果を用いた新たな異分野応用の研究提案とし
て、17件の 公募研究が開始されました。若手研究者からの積極的な参加を得ること
もでき、公募研究の提案者と領域内の研究者との新たな共同研究もいくつか立ち上
がっています。本ニュースレターでは、公募研究の詳しい紹介をさせていただきます。
コロナウィルスの影響で、３月来、あらかじめ予定していた実験を休止せざるを得ない
グループもでています。ただ、今だからできる新たな試みや、検討、研究を先行して進
め、最終的には想定していた以上の成果がでるように、領域全体で協力して進めさせ
ていただくことができれば、と思っております。今後ともよろしくお願いいたします。
（総括班）

総　括　班　か　ら

2019年10月に開催した国際シンポジウム「The cosmos at high energies: exploring extreme physics through 
novel instrumentation」の参加者集合写真

４



        

５

公　募　研　究　課　題　一　覧

A01: 負ミュオンビームによる原子分子物理の精密検証と宇宙物理観測への展開

研究課題１ 先端的宇宙 X 線検出器で迫る多価重イオンの量子電磁力学
研究代表者 中村 信行 (電気通信大学)

研究課題２ 中性粒子計測における超伝導転移端検出器の安定動作に向けた基盤構築
研究代表者 藤本 龍一 (金沢大学)

研究課題３ 精密 X 線検出器が実現する宇宙化学反応研究の新展開
研究代表者 久間 晋 (理化学研究所)

A02: 高エネルギー光子ビームで探る原子核内部と中性子星深部

研究課題１ 仮想光子を使った nn 散乱長の精密測定による荷電対称性の破れの研究
研究代表者 石川 貴嗣 (東北大学)

研究課題２ ラムダ陽子散乱実験実現のためのデータストリーミング型MPPC読み出し回路の開発
研究代表者 本多 良太郎 (東北大学)

B01: 負ミュオンビームを用いた新たな非破壊元素分析法

研究課題１ 小惑星探査機はやぶさ２の回収試料のミューオンによる炭素質物質分析法の確立
研究代表者 中村 智樹 (東北大学)

研究課題２ 強相関電子系における負ミュオン捕獲過程でみる電子多体効果
研究代表者 髭本 亘 (日本原子力研究開発機構 (JAEA))

B03: 高偏極RIビームの生成と核・物質科学研究への応用

研究課題１ 電池材料研究のための高偏極放射性リチウム及び酸素同位体ビーム開発
研究代表者 三原 基嗣 (大阪大学)

C01: 宇宙硬エックス線・ガンマ線検出テクノロジーの異分野への展開

研究課題１ 多重散乱コンプトンカメラの実現による宇宙 MeV ガンマ線感度の向上と医療への展開
研究代表者 小高 裕和 (東京大学)

研究課題２ 医療機器 TOF-PET に用いる半導体検出器の開発
研究代表者 中村 浩二 (高エネルギー加速器研究機構・物質構造科学研究所 (KEK-IMSS)

研究課題３ 高性能 SPECT を用いた中枢リンパ系ドレナージの循環動態イメージング法の開発
研究代表者 水間 広 (理化学研究所)

研究課題４ 超高分解能／多核種同時測定インビボイメージングを可能にする分子プローブの開発
研究代表者 梅田 泉 (東京大学)

C02: 最先端負ミュオンビーム開発

研究課題１ 負ミュオンマイクロビーム生成のためのフラットトップ高周波加速空洞の開発
研究代表者 山崎 高幸 (高エネルギー加速器研究機構・物質構造科学研究所 (KEK-IMSS)

D01: 分野横断的研究

研究課題１ 惑星量子ビームとミュオン分析の連携で迫る氷天体物質の合成と蓄積
研究代表者 木村 智樹 (東北大学)

研究課題２ フッ化物イオン電池材料のイオン伝導性の研究
研究代表者 小林 義男 (電気通信大学)

研究課題３ エキゾチック原子法を用いた宇宙観測およびその応用による新機軸
研究代表者 福家 英之 (宇宙航空研究開発機構 (JAXA))

研究課題４ ミュオン特性Ｘ線元素分析イメージングによる価数・電子状態の可視化
研究代表者 梅垣 いづみ (株式会社豊田中央研究所)
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多価重イオンのエネルギー準位や相互作用には量子電磁力学効果が顕著に現れま
す。その代表例はラムシフトであり、原子核と電子との相互作用によるものです。一方、
電子と電子との相互作用における量子電磁力学効果はブライト相互作用と呼ばれま
す。これは通常補正に過ぎない小さな寄与ですが、多価重イオンの共鳴再結合にお
いて、本来主要項であるはずのクーロン相互作用を凌駕する支配的な寄与を示す例
があることを研究代表者らは最近の研究で示しました。しかし、既存の検出器による
既存の方法には限界があり、更なる研究の深化が妨げられています。本研究は、宇宙
観測のために開発された先端的X線検出器、Si/CdTeコンプトンカメラと超伝導転移
端マイクロカロリーメータによりその限界を打破し、電子間相互作用の量子電磁力学
を記述するブライト相互作用理論をこれまでにない領域まで迫り試験することが目
的です。研究代表者が専門とする原子物理分野と先端的宇宙X線検出器の「出会い
」により、世界のどの研究機関も追随し得ない独創的な研究が可能となります。さらに
本研究は「原子分子物理の精密検証」という目的をA01計画研究と共有する他、ミュ
オン原子物理と多価重イオン物理との間に多くの類似性があることから、連携により
双方の研究をより一層深化させます。また、研究代表者の所有する多価重イオン生
成装置・電子ビームイオントラップのシーズを天文研究のニーズに適用する新たな研
究への展開も目指しています。

公　募　研　究　の　紹　介

先端的宇宙X線検出器で迫る
多価重イオンの量子電磁力学

研究代表者
研究協力者

中村 伸行 (電気通信大学 レーザー新世代センター)
岡田 信二 (中部大学)  高橋 忠幸 (東京大学 Kavli IPMU)
辻本 匡弘 （宇宙科学研究所） 山田 真也 （首都大学東京）
渡辺 伸 （宇宙科学研究所）  Xiao-Ming Tong （筑波大学） 

電気通信大学の多価重イオン生成装置：
電子ビームイオントラップ

多価重イオンの共鳴再結合における放射X線
の非等方性パラメータ。放射の角度分布や偏
光に量子電磁力学効果が強く現れる。
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超伝導遷移端マイクロカロリメータ (TES) は、非分散でありながら回折格子に匹敵
する高いエネルギー分解能を実現するX線検出器で、X線分光装置として注目されて
います。遮蔽窓に穴を開けて安定に動作させることができれば、中性粒子計測を含め
応用範囲が格段に広がることが期待されます。本研究では、3次元の電磁界・熱シミ
ュレーション計算と実測を駆使して最適なシールド環境を実現し、最終的には遮蔽
窓なしでTESを安定動作させる方法論の確立を目指します。これにより、TES応用の
基盤を強化し、TESカロリメータの優れた性能を中性粒子計測を含む他の分野での
最先端計測に生せるようにします。これはまた、初期宇宙観測等、天文観測のブレー
クスルーにも繋がることが期待されます。
平成 31 年度は、計算と実測により、遮蔽窓を含む実際のセットアップで電磁界・熱
の3次元シミュレーション計算の手法を確立します。平成32年度は、新たに確立した
方法に基づいて、金沢大の冷凍機システム、J-PARC、理研、産総研等の現有する複
雑な系に対して電磁界・熱のシミュレーション計算を実施し、さらにシミュレーション
精度を向上させます。
研究代表者（藤本）は過去20年に渡って、衛星搭載用X線マイクロカロリメータの開
発を主導し、同時に実験室でのTESカロリメータの基礎開発を進めて、その性能を安
定して実現できる極低温の動作環境を構築してきました。自前の断熱消磁冷凍機
(ADR)上で、これまでに5.9 keVのX線に対して、FWHM 3 eVを切る分光性能を実
現しています。研究協力者（野田）は熱計算については，衛星や地上実験装置で豊富
な経験を持ちます。研究協力者（山田）は計画研究のメンバで、地上応用実験にも精
通しており、計画研究のチームと円滑に連携できる体制とします。

公　募　研　究　の　紹　介

中性粒子計測における超伝導転移端検出器の
安定動作に向けた基盤構築

研究代表者
研究協力者

藤本 龍一 (金沢大学 理工研究域)
野田 博文 (大阪大学 大学院理学研究科) 山田 真也 (立教大学 理学部)

金沢大で所有する自作ADRクライオ
スタットの極低温ステージ。

首都大学製作のTESカロリメータで、5.9 keVの
X線に対してエネルギー分解能2.5 eV (FWHM)
を達成。
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宇宙空間に存在する多種多様な分子やそのイオンの生成および分解の機構（ダイナ
ミクス）を理解するためには、実験室において極低温・高真空という宇宙空間を特徴
づける環境要素の元で行う地上再現実験は欠かせない研究手法です。特に、電荷を
持つイオンと中性分子間の二体反応であり大きな反応断面積を持つイオン-分子反
応は、星間空間で最も重要な反応機構の一つとして研究が進められてきました。理研
の極低温静電型イオン蓄積リング（RICE）では、精密な地上再現実験により、イオン-
分子反応をはじめとした極低温イオンが関わる宇宙化学反応ダイナミクスを研究し
ています。イオンはリング中をkeVの並進エネルギーを持って周回するため、同程度の
エネルギーを持ってリング内化学反応で生成する中性分子を直接検出し、その並進
エネルギーを正確に決定することができれば、宇宙化学反応の理解が飛躍的に高ま
ります。
本研究では、X線宇宙物理学における検出器として高分解能・高感度という優れた
性能を示す超伝導検出器（TESカロリメータ）を、同じkeVエネルギー領域のビーム
エネルギーをもつ中性分子ビームの検出に応用します。TESカロリメータの粒子検出
器としての性能限界を明らかにし、化学反応研究に新展開をもたらす可能性を追求
することが目的です。イオン蓄積リングRICEと超伝導検出器TESの出会いは、本新学
術領域が志向する宇宙検出器の基礎科学分野への応用を強力にサポートします。こ
れまでの物理化学では存在しなかった検出効率100%での中性反応生成物の直接
同定という新手法の確立を目指し宇宙化学反応の反応分岐比の精密決定を行うこ
とで、宇宙での化学進化モデルへの貢献が期待できます。

公　募　研　究　の　紹　介

精密X線検出器が実現する
宇宙化学反応研究の新展開

研究代表者
研究協力者

久間 晋 (理化学研究所 開拓研究本部)
岡田 信二（中部大学 工学部）  山田 真也（立教大学 理学部）

理研の極低温静電型イオン蓄積リング（RICE）での宇宙化学反応実験に
新しい観測手法を提供する精密X線超伝導検出器（TES）
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「荷電対称性」は強い相互作用がもつ基本的な対称性であり、陽子 (p) と中性子 (n) 
を入れ替えても核力や原子核の性質は基本的に変わらない、とされてきました。素過
程で考えると u クォークと d クォークの入れ替えに対する対称性であり、その破れの
度合いは高  々u クォークと d クォークの質量差、電磁相互作用の効果の違い程度と
考えられます。ところがいま ȁバリオンを含む原子核の質量から ȁS�間と ȁQ�間の相
互作用の違いとして荷電対称性の破れが提唱されています。直接 QQ�散乱実験を行
うことがほぼ不可能であるため QQ�の散乱長の決定は間接的なものにならざるをえま
せん。そこで本研究では電子非弾性散乱(e, e’ )の仮想光子 Ȗ* を用いた Ȗ*d→ʌ+QQ�
反応で QQ�散乱長を精密に測定します。実験は、超高分解能磁気スペクトロメータを
3つ保有し、電子、 ʌ+ の散乱角、運動量を高分解能で測定できるドイツ MAMI 施
設で行う予定です。実験から正確に求められた QQ�の散乱長を、電磁相互作用の効
果を補正した pp の散乱長と比較し、 Q�と p の質量差、 ȡ0 メソンと Ȧ�メソンの混合
などのその他の荷電対称性の破れに関する測定量と共に検証することで、荷電対称
性の破れを定量的に議論し、破れの起源を解明することを目指します。さらにこれま
で原子核の構造や反応計算に使われてきた様 な々核力モデルについても多大な影
響を与えると考えられます。

公　募　研　究　の　紹　介

仮想光子を使った nn 散乱長の精密測定
による荷電対称性の破れの研究

研究代表者
研究協力者

石川 貴嗣 (東北大学 電子光理学研究センター)
中村 聡 (University of Science and Technology of China)

200 MeV の光子ビームを d に入射し、 ʌ+を0°で検出した時の Ȗ*d→ʌ+QQ�反応の QQ�不変質量(ʌ+の
運動量)に対する微分断面積 d3ı�G0QQGȍ (理論計算による予測)。CD-Bonn ポテンシャルでの QQ�散
乱長は -18.9 fm、Nijmegen I、Reid93ポテンシャルでの散乱長は -17.3 fmです。CD-Bonn ポテ
ンシャルだけが pp 散乱と QQ 散乱で別々の散乱長となっています。

９



 

        

A02

宇宙に存在する中性子星の内部は巨大な原子核であり、ミクロな原子核物理とマク
ロな天体をつなぐ極めて特殊な系です。その中心部ではフェルミエネルギーがs クォ
ークを生成するのに十分な大きさを持つようになり、ハイペロンが出現するだろうとい
う事が自然に予想されます。そのため、天文観測によって見つかっている中性子星は、
ハイパー核物理によって得られた ȁ1�相互作用の知見で説明できなければなりませ
ん。ところが、現在見つかっている極めて重い中性子星は現状のハイパー核物理の
知見では支えることができず、ブラックホールになってしまいます。そのため、ȁ1 間に
働く何か強い斥力のソースが必要であり、それは ȁ11�などの多体間力であるとする
のが主流です。しかしながら、近年このシナリオについて理論計算の立場から問題提
起がなされました。現状の二体の ȁ1�相互作用のモデルには、P波以上の部分波で
大きな不定性があり、ハイパー核のデータから多体間力を議論するには精度が足り
ないというものです。そこで、本研究では高統計な ȁS�散乱実験をJ-PARC高運動量
ビームラインにおいて遂行し、二体の ȁ1�相互作用を精密に決定することを目的とし
ます。そのうえで、高精度なハイパー実験と合わせて中性子星内部を明らかにしてい
きます。
高統計なȁS散乱実験を行うためには、まず大量のȁ粒子を生成しなければなりませ
ん。J-PARC高運動量ビームラインではハードウェアトリガーを廃したデータスリーミ
ング型DAQシステムの導入が進められています。このDAQシステムでは、全検出器ヒ
ットをデータストリーミングし、CPU でイベント判別を行います。本研究では、ȁS�散乱
実験をJ-PARC 高運動量ビームラインで遂行するために不可欠な、ストリーミング
DAQ に対応したファイバー検出器用の新型MPPC 読み出し回路を開発します。開
発する回路は1 MHz/ch の計測環境で全TDC データのストリーミングを行うため
に、非常に高速応答（信号幅10 ns）するPETIROC2 ASIC を信号成形に利用し、な
おかつ4 Gbps のデータリンクをmulti-GbE で達成します。これにより高運動量ビー
ムラインにおけるストリーミングDAQ を成し遂げ、ȁS 散乱実験を実現可能なものし
ます。

公　募　研　究　の　紹　介

ラムダ陽子散乱実験実現のための
データストリーミング型
MPPC読み出し回路の開発

研究代表者 本多 良太郎（東北大学 理学研究科）

Λp散乱実験の模式図。Λ粒子をπ-p → K*0Λ反応で生成し、
標的中の陽子ともう一度散乱させる二重散乱実験です。散乱
陽子は標的周辺の検出器で、K*0の崩壊粒子は前方のスペク
トロメータで測定します。
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小惑星探査機はやぶさ２はC型小惑星162173 Ryugu（図1：以下、リュウグウ）に
2019年2月に着陸に成功し、サンプル回収オペレーションも成功した。2019年冬にリ
ュウグウを離脱し、2020年の12月に地球に帰還する予定である。リモートセンシング
によるリュウグウ表面の分光観測の結果、リュウグウは非常に暗く、含水鉱物の吸収
を示し、また、表面物質は少し多様性を示すことが分かった。波長550nmの光の反
射率が約2％と非常に低く、これまでに観測されたC型小惑星の中でも最も暗い一つ
である。この反射率は同じC型小惑星由来である炭素質隕石の反射率と比べても低
く、反射率を下げる原因物質である有機炭素化合物がリュウグウに高濃度に含まれ
ていることを示唆する。
本研究の目的は、当該新学術研究で推進している負ミューオン非破壊元素分析をリ
ュウグウ回収サンプルに適用するため、必要な精度と空間分解能を達成する分析手
法や実験条件を確立することである。リュウグウ回収サンプルに近い物質である炭素
質隕石やその模擬物質を分析対象とし、J-PARCにおいてCdTe半導体イメージング
検出器を用いた負ミューオン3次元非破壊元素分析を行う。軽元素、特に炭素と窒
素の100ミクロンスケールでの3次元分布と元素濃度の定量化を目指す。
本研究代表者の中村は、リュウグウから回収されたサンプルを真っ先に分析する初
期分析グループに属し、回収サンプルのうち粗粒（粒径1～5mm程度）粒子を分析す
るチームのリーダーである。したがって、本研究により負ミューオンの分析方法を確立
できれば、リュウグウ回収サンプルに適用することができる。はやぶさ２号機の回収サ
ンプルを解析することにより、C型小惑星リュウグウの炭素、窒素の3次元分布と窒素
/炭素比を決定し、現在は近地球型小惑星であるリュウグウが初期太陽系にて形成
された位置を推定したい。さらに高温溶融物コンドリュールの炭素濃度測定や超炭
素質包有物の特定を通して、リュウグウに残された初期太陽系における固体物質の
形成進化の証拠を解読したい。

公　募　研　究　の　紹　介

小惑星探査機はやぶさ２の回収試料の
ミューオンによる炭素質物質分析法の確立

研究代表者
研究協力者

中村 智樹（東北大学 理学研究科）
大澤崇人（原子力研究所）   二宮和彦（大阪大学 理学研究科）
小林詩歩（東北大学 理学研究科）

小惑星リュウグウ(左: 直径900 m程度)
と表面の岩石(右: 図の横幅が1 m程度)
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多くの金属中で、電子はそれぞれが孤立した自由電子状態として振る舞うわけではな
く、相互作用を及ぼし合いながら運動しております。これは電子の軌道が制限される
などのためスクリーニングが不完全になり、クーロン相互作用が無視できなくなるこ
となどによるものです。このため電子の多体効果が重要となり、その影響は様 な々性
質として現れてきます。このような系は「強相関電子系」と呼ばれ、どのような電子状態
が実現しているのか、その全貌を理解することは容易ではありません。
このような系においては、強い電子相関により様 な々相転移が起こります。例えばバン
ド的には金属状態となるべきものが電子相関によりある温度以下で絶縁体となる金
属-非金属転移などがあります。また相転移に価数の変化を伴うなど様 な々場合があ
り、それらを知るためには電子状態についての知見が必要となります。しかし特にミク
ロな立場からの詳細な電子状態そのものの理解は限定的です。
本研究では電子系における強い電子相関による電子状態の変化が負ミュオンの捕
獲過程やカスケード過程にどのような影響を及ぼすのか、そして逆に捕獲過程から電
子状態の情報を得ることができるのかを調べていきます。負ミュオンは物質中に打ち
込まれたとき、その物質を構成するいずれかの原子に捕獲され、ミュオン軌道に入り
ます。この際、重い元素に捕まりやすいという性質を持ちますが、どの元素に捕獲され
るかの比率（捕獲比）は自明ではありません。負ミュオンの各元素への捕獲比は、価数
など様 な々要因が影響することが明らかになっております。しかしこれまで多体効果
に基づく電子状態による影響はほとんど調べられておりません。そこで相転移のよう
な大きな電子状態の変化を受けた際に、
負ミュオンの捕獲比やカスケード過程がどの
ように変わってくるのかを実験的に明らかに
していきます。これらは電子状態と強い関係
を持つことから物性研究の観点からも興味
深いだけでなく、負ミュオンによる元素分析
等にも有用な情報を与えてくれます。

公　募　研　究　の　紹　介

強相関電子系における負ミュオン捕獲過程で
みる電子多体効果

研究代表者 髭本 亘（日本原子力研究開発機構 先端基礎センター/東京工業大学 理学院物理）

負ミュオン捕獲比と電子状態
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充電式電池として高い性能を示すリチウムイオン二次電池や、高い発電効率を有す
る燃料電池は、広範囲で実用化が進んでおり近年その重要性はますます高まってい
ます。次世代型電池として全固体リチウムイオン電池や固体酸化物形燃料電池が注
目されており、高性能化に向けては、イオンが高速で移動できる材料、すなわち高い
イオン伝導率を示す材料がいかに得られるかが鍵となります。電池材料を評価する
ためには、信頼できるイオン伝導率のデータを提供することが重要であり、そのため
の有力な測定手法のひとつとして核磁気共鳴（NMR）法が挙げられます。従来の
NMR法では天然に存在する安定な原子核を利用します。リチウムイオン電池は、リチ
ウムイオンの移動により充電・放電が行われるため、電極内のリチウムの濃度が充放
電にともない変化し、リチウム濃度が低いところでは十分なNMR検出感度が得られ
なくなります。また燃料電池については、NMR可能な酸素原子核の天然存在比が非
常に小さいことが研究を阻んできました。
本研究では、この問題に取り組むために、リチウムおよび酸素の放射性同位体（RI）
である8Liや19Oを用いたNMRを実現し、電池材料中のイオン伝導率測定に利用す
ることを目指します。RIから放出されるベータ線の検出を利用する、ベータ線検出核
磁気共鳴 (β-NMR) 法により、従来のNMR法に比べ10桁以上も高い感度での
NMR検出が可能となります。これを実現するために、スピンの方向が揃った（偏極し
た）8Liおよび19Oビームの新たな生成方法を開発します。逆運動学反応を用いること
により、高い偏極度をもち、かつ強度の高い偏極RIビームが得られ、低濃度領域にお
けるリチウムイオン伝導研究や新たな酸素NMRプローブの提供に繫がることが期待
されます。またこの方法によりエネルギーの揃ったビームが得られるため、動作中の電
池に対し、ビーム打ち込みの深さを制御することにより電極や電解質中など特定の場
所を探索することも可能となります。本研究を通して、電池材料評価のための新たな
測定手法の確立を目指します。

公　募　研　究　の　紹　介

電池材料研究のための高偏極放射性リチウム
及び酸素同位体ビーム開発

研究代表者
研究分担者
研究協力者

三原 基嗣 （大阪大学 大学院理学研究科）
山口 英斉 （東京大学 原子核科学研究センター）
杉山 純 （一般財団法人総合科学研究機構 中性子科学センター）

全固体リチウムイオン電池（左）と酸化物形燃料電池（右）の動作の仕組み
ビーム打ち込み深さ制御による
電池内部探索の様子
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観測天文学において中間エネルギーガンマ線、すなわち0.1‒10 メガ電子ボルト 
(MeV) の帯域は、依然として未開拓の波長域として残されています。このエネルギー
帯域には原子核が放出するラインガンマ線が存在し、超新星爆発や連星中性子星
の合体、ブラックホールなどの高エネルギー天体における核反応の唯一の直接的プ
ローブを提供します。核反応の直接観測は、宇宙の元素合成プロセスを捉え、物質の
起源を探るために極めて重要であるにもかかわらず、観測技術の難しさから、これま
でほとんど科学的成果が得られていませんでした。本研究計画は、MeVガンマ線天
文学開拓のため、従来とは異なるアプローチの検出器構成と解析手法を導入します。
私たちが米国の研究者らと提案しているGRAMS計画は、液体アルゴンのTime 
Projection Chamber検出器を気球に搭載し、同一検出器で反重陽子検出によるダ
ークマター間接探索とコンプトンカメラによるMeVガンマ線観測を同時に開拓すると
いう新しい実験です。液体検出器の採用により、高密度かつ大容積の検出器が可能
になり、これまでにない大有効面積を低コストで実現できます。しかし、そのためには
ハードウェア技術の開発とともに、新しいガンマ線イベント解析アルゴリズムの開発
が必要になっています。本研究計画では、統計的手法や機械学習の方法を駆使して
多重コンプトン散乱イベントの再構成アルゴリズムと画像再構成アルゴリズムを開発
し、これを基盤として気球実験の設計と具体的な観測計画の立案を行います。
本研究の成果は、我が国が世界をリードしてきた半導体コンプトンカメラの解析アル
ゴリズムにも適用可能で、大きく感度を向上させることができます。コンプトンカメラは
核医学分野、特に放射線同位体マーカーの画像診断や粒子線治療の照射位置モ
ニタに有用であり、感度向上による医療被曝の低減や測定時間の短縮が期待できま
す。

公　募　研　究　の　紹　介

多重散乱コンプトンカメラの実現による
宇宙MeVガンマ線感度の向上と医療への展開

研究代表者
研究協力者

小高 裕和 (東京大学 大学院理学系研究科)
一戸悠人 (立教大学 理学部)  井上芳幸 (理化学研究所 iTHEMS)
前田啓一 (京都大学 大学院理学研究科) 馬場彩  (東京大学 大学院理学系研究科)

GRAMS実験の液体アルゴンTime Projection Chamber (TPC) 検出器の概略図。TPCとシンチレーション光を組み合わ
せて、単一の検出器で、３次元の反応位置の決定が可能です。本研究で狙うのは特に中央に示したガンマ線のコンプトン散乱
によるイベントの再構成です。

１４



!

 

        

C01

私たちの体は細菌やウイルスなどの外敵から常に防御する仕組みである「免疫」が備
わっています。この免疫の機能を担う細胞は骨髄や胸腺で成熟し、血液やリンパ液を
通じて全身に到達します。
近年、長らく存在しないと言われていたリンパ管が中枢組織にも存在することが動物
基礎研究から証明され、ヒトにも存在することが明らかになりました。このリンパ管の
存在により、中枢組織における新たな免疫体系が示唆され、現在、全世界で活発に
研究が進められています。今までに、中枢組織のリンパ管では脳組織中で不要となっ
た老廃物質が脳脊髄液を介し排泄されること、また免疫細胞が脳内へ侵入するため
の新たな経路があることが徐 に々明らかになりました。この機構は病的な状態では変
化し、例えばアルツハイマー病や多発性硬化症などの疾患に関与する可能性も示唆
されています。
このように中枢組織でのリンパ管が発見され、構造や機能について少しずつ明らかに
なってきていますが、中枢リンパ管全体を包括的に生きたまま可視化する技術は未
だ確立されていません。本研究では小動物の生体イメージング研究技術を応用し、
生体における中枢組織リンパ管の循環動態イメージング法の開発に着手します。
また、生体イメージング装置には宇宙観測研究から得られたガンマ線検出法をベー
スとするテルル化カドミウム（CdTe）半導体素子による検出器をもつ高解像度の単一
光子放射断層撮影装置（SPECT）を用います。本装置は既存の SPECT 装置よりも
はるかに優れた感度と空間分解能を有し、複数の核種を同時にイメージングすること
が可能となります。リンパ管内における老廃物や細胞の流れを放射性核種であるイン
ジウム 111（In-111）、ガリウム 67（Ga-67）、またはテクネシウム 99m（Tc-99m）な
どを高分子蛋白（オボアルブミン等）や免疫細胞である T 細胞に標識し、本装置を
用いて撮像します。本研究が実現することにより、脳神経系の疾患や腫瘍に対する新
たな診断技術の創出および治療戦略モデルの構築を目指します。

公　募　研　究　の　紹　介

高性能ＳＰＥＣＴを用いた中枢リンパ系
ドレナージの循環動態イメージング法の開発

研究代表者
研究協力者

水間 広 (理化学研究所 生命機能科学研究センター)
金山 洋介 （理化学研究所 生命機能科学研究センター） 
武田 伸一郎 （東京大学 カブリ数物連携宇宙研究機構）
高橋 忠幸 （東京大学 カブリ数物連携宇宙研究機構） 
藤井 博史 （国立がん研究センター 先端医療開発センター）

マウスの中枢リンパ管の模式図（左）は摘出した
マウス脳組織を蛍光顕微鏡による観察から解剖
学的位置は把握されているが、生体イメージング
法は確立されていない。「真」の循環動態を可視
化するため、放射性核種（In-111, Ga-67, 
Tc-99m など）を高分子化合物や細胞に標識し
高性能 SPECT 装置を用いて撮像する（右図）。
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C01

核医学は、放射性同位元素（RI）を含む医薬品を患者に投与し、画像診断や治療を
行います。核医学画像診断(イメージング)は、放射性核種（RI）で標識した化合物や
高分子をプローブとして（＝放射性医薬品）、これを生体に投与し､それぞれのプロー
ブの性質に応じた体内動態や病巣集積などを放出される放射線(γ線)を体外から追
跡することで、血流や代謝、受容体分布などの生理機能の情報を与えることが出来ま
す。また核医学イメージングは、生きたまま、侵襲を与えることなく、生理現象を画像と
してとらえ、複雑かつダイナミックな生理現象を一個体で経時的に観察することがで
きます。小動物を用いたin vivoイメージングは生理現象の重要な研究手段となって
います。さらに近年では、α線やβ線の殺細胞作用を利用した核医学治療薬の開発も
進んでおり、同時にγ線を放出する核種などを用いて画像診断と治療を同時に行う
radio-theranosticsという分野にも大きな注目が集まっています。radio-theranos-
tics製剤は投与後に標的病巣に届いているのかどうか知ることができ、治療効果や
副作用の予測、早期の効果判定などが期待されています。
しかし一方で、現状の核医学イメージングは他の画像診断に比して空間分解能が不
良であり、現時点では臨床機で3-5mm、小動物専用装置でも1-2mm程度に留まっ
ています。計画研究C01班で開発が進められている、宇宙観測研究から生まれた新
しいイメージング装置は超高空間分解能（<100µm）をもち、かつエネルギー分解能
も極めて高く、核医学イメージングにとって極めて魅力的です。ただ、単に装置性能を
向上させただけでは、優れた画像を得ることはできません。高空間分解能画像を可
能にする十分量の放射活性と高いsignal/noise(S/N)比が必要です。核医学イメー
ジングにとって、検出装置とプローブは車の両輪であり、装置の性能を最大限に活か
すためには、その装置に適したプローブを開発することが必要です。私共はこれまで
に化合物の分子設計や、薬物送達システム（DDS）の応用などにより、プローブの体
内動態を巧みに制御し、標的集積性やS/N比を劇的に向上させる手法を開発しまし
た。本研究ではこれらの知見を元に、装置開発チームと協力して当該装置の特性を
踏まえた最適なプローブを開発することにより、従来にない、
超精密空間分解能、多核種同時測定が可能なin vivo 核医
学イメージング手法の確立を目指します。目的の達成は、腫瘍
内微小環境の変化、脳内の微小な変性タンパク質沈着の経
緯、再生医療における幹細胞動態等 を々in vivoで観察する
手法の開発等に繋がると期待されます。

公　募　研　究　の　紹　介

ミュオン特性X線元素分析イメージングによる
価数・電子状態の可視化

研究代表者
研究協力者

梅田 泉 （東京大学 国際高等研究所 カブリ数物宇宙研究機構 (Kavli IPMU) ）
柳下 淳 （東京大学 国際高等研究所 カブリ数物連携宇宙研究機構）
武田 伸一郎 （東京大学 国際高等研究所 カブリ数物連携宇宙研究機構）
高橋 忠幸 （東京大学 国際高等研究所 カブリ数物連携宇宙研究機構）
藤井 博史 （国立がん研究センター先端医療開発センター）
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C02

本研究はE=1～10MeVでエネルギー可変な負ミュオンマイクロビーム生成の鍵とな
るフラットトップRF加速空洞の開発を目的としています。負ミュオンマイクロビームが
実現されることで、負ミュオン特性X線を利用した元素分析において試料を高い位置
分解能で2次元スキャン可能となり、さらにエネルギーを変えることによる試料の深さ
方向へのスキャン組み合わせることで、バルク試料の3次元的非破壊分析などの応用
の可能性が拓けます。また、ミュオンコライダーの実現に向けても、ミュオン衝突の輝
度（ルミノシティ）を増加させることが重要なマイルストーンとなっており、負ミュオンビ
ームマイクロビーム生成の意義は大きいといえます。
負ミュオンマイクロビームを生成するためには、加速器からパイオン崩壊反応によっ
て得られるエネルギー分散の大きな負ミュオンを一旦何らかの方法で冷却した後に
再加速する必要があります。負ミュオンの冷却方式としては、本研究領域の研究計画
C02においてミュオン触媒核融合（μCF）反応および摩擦冷却を組み合わせる手法
が提案されています。本研究では、この超低速負ミュオンの再加速方式として、フラッ
トトップRFサイクロトロンを想定しており、E0=10keV、ΔE0=100eVの初期エネルギ
ーを持つ超低速負ミュオンをE=1～10MeVまで加速することで、色収差の影響を受
けずにマイクロビーム収束可能な、ΔE/E＜10-4という超低エネルギー分散の負ミュ
オンビームが得られるはずです。
フラットトップRFサイクロトロンによるマイクロビーム生成は重イオン等では既に確立
した技術ですが、ミュオンは寿命が2.2μsと短いため、従来のサイクロトロンに比べ加
速周波数を高くして短時間で効率よく加速しなければなりません。この結果として、サ

イクロトロン分野で従来用いられてきた同
軸共振器を用いることはできず、従来にな
い新たな形状のフラットトップ加速空洞共
振器を世界で初めて開発することを目指し
ます。

公　募　研　究　の　紹　介

負ミュオンマイクロビーム生成のための
フラットトップ高周波加速空洞の開発

研究代表者 山崎 高幸 （高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所）

１７

本研究では、超低速負ミュオンマイクロビームを生成するための
超低速負ミュオン再加速方式として、フラットトップ加速システ
ムを備えたサイクロトロンを想定しており、このサイクロトロンに
おいて最も重要な開発項目である、従来にない形状のフラット
トップ共振器を開発する。
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D01

私達の最終目的は、惑星やその周囲の宇宙空間に存在しうる、生命環境の成り立ち
を普遍的に理解することです。
特に注目しているのが、太陽系内に多数存在する氷天体です。いくつかの氷天体の内
部には、液体の水の海「地下海」の存在が確認されています。地下海には、地球の海
底生物のような、生命が存在する可能性があります。私達は、２０３０年代、欧州宇宙
機関やJAXAと共同で、木星の衛星である氷天体「ガニメデ」「エウロパ」に探査機を
送り込み、氷天体表面や周囲の宇宙環境を精密に測定します。私達は、それらの環
境を、実験室実験で再現し、地下海の発生と進化を解き明かしていこうとしています。
地下海の発生や進化の鍵となるのが、氷天体を取り囲む宇宙空間のプラズマです。
地球や木星は固有磁場を有し、自転していますが、磁場や自転をエネルギー源として
宇宙空間のプラズマを加速・加熱します。そのプラズマは、氷天体に照射され、表面物
質に化学反応や劣化をもたらします。これを「宇宙風化」と呼びます。宇宙風化は、最
高何億年にも渡って氷天体表面でゆっくり進行します。
氷天体自身も、内部の流体物質の運動に起因して磁場を持っており、惑星プラズマを
反射します。氷天体表面の磁場の強弱は、宇宙風化の度合いに濃淡を生み出します。
私達は、探査機観測と実験室実験の連携で、この濃淡から、磁場の発生年代を特定
します。これにより、内部物質の分化過程や、地下海の発生年代について制約を試み
ます。
本研究では、プラズマ照射実験によって再現した宇宙風化過程において、表層の模
擬物質に新たに合成・蓄積された物質の正体をミュオンビーム分析で解明し、現実
的かつ効率的な宇宙風化の度合いの定量化に挑みます。これにより、内部物質の表
出年代と磁場の発生年代の制約を試みます。

公　募　研　究　の　紹　介

惑星量子ビームとミュオン分析の連携で迫る
氷天体物質の合成と蓄積

研究代表者
研究協力者

木村智樹（東北大学 学際科学フロンティア研究所）
仲内 悠祐（JAXA 宇宙科学研究所）   村上豪（JAXA 宇宙科学研究所） 
木村淳（大阪大学 理学部）    吉岡 和夫（東京大学 複雑理工）

木星の自転や磁場をエネルギー源として加速されたプラズマは、惑星
周囲の宇宙空間を輸送された後に、氷衛星エウロパ・ガニメデに照射
される。照射されたプラズマは地下海から噴出した水や塩で構成され
る表層物質の乖離や合成（宇宙風化）を担う。本研究では、宇宙風化
で新たに発生した物質を定量化し、その蓄積量から地下海物質の噴
出時期や氷衛星磁場の発生時期を制約する。
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D01

フッ化物イオン(F‒)を電荷移動体として用いるフッ化物イオン電池（FIB）は、電解液
を使わない固体電池で、安全性が高く、電気容量とエネルギー密度も十分であるた
めに次世代エネルギーとして期待されています。高性能のFIBを実現するためには、フ
ッ化物イオンが高速で移動できる固体電解質が決定的な鍵を握ります。本研究は、
核プローブを利用したミクロスコピックな研究を行なうことで、フッ化物イオンの拡散
過程を明らかにするとともに、FIBの開発と実用化に向けた基礎データを提供するこ
とを目指します。
本研究では、蛍石構造CaF2をモチーフとしたFIB中のフッ化物イオンの動的挙動を
ミクロスコピックに観察するために、19Fを核プローブとする時間微分型摂動角分布（
TDPAD）法、Ca2+イオン側からイオンの動きを観察する負ミュオンスピン緩和法（負
ミューSR）、CaF2 結晶構造の格子間隙位置あるいは置換格子位置に短寿命メスバ
ウアープローブ核57Feを注入するインビーム・メスバウアー分光法（IBMS）では格子
欠陥の修復過程も解明します。３つの異なるプローブを複合的かつ相補的に用いる
ことで、CaF2におけるフッ化物イオンの動的挙動を明らかにし、加えてCaF2を母物質
とした種々の陽イオンを含む化合物のイオン伝導性についての理解を深めます。
我々は、CaF2単結晶に57Mnイオン注入するIBMSを用いて、試料中で孤立したFe原
子の占有位置と電子状態を観測しました。低温のメスバウアースペクトルは，2組のダ
ブレットで解析できました。メスバウアーパラメータ（異性体シフト・四極分裂）とDFT
計算から、D1は格子間隙位置を占める57Fe2+ (HS)で、D2はCa2+位置を置換した
57Fe2+(HS)であると解釈しました。温度上昇とともにD2成分の面積強度が増加しま
した。約150 K以上では、格子間隙位置成分のスペクトルの線幅が広がり、強度が低
減した。一方、Ca位置を置換したFe成分の面積が増加するとともに、第３の成分とし
てシングレットが観測されました。このシングレットは、間隙位置を占めたFe原子とCa
位置位置の間の速い緩和現象によるものであると予想しています。500 K以上の高
温でF‒は拡散することは知られていますが、室温程度の温度でF‒は局所的に揺らぎ、
あるいは局所ジャンプを始めているのではないかと示唆されます。今後、この現象を
確認すべく、室温付近でのβ‒γ同時計数法による時間分割測定やPADなどを行う
予定です。

公　募　研　究　の　紹　介

フッ化物イオン電池材料の
イオン伝導性の研究

研究代表者
研究協力者

小林 義男（電気通信大院 情報理工学研究科）
山田康洋（東京理科大 理学部）   　　　久保謙哉（国際基督教大 教養学部） 
佐藤 渉（金沢大院 理工研究学域）  　　　三原基嗣（大阪大院 理学研究科） 
長友 傑（理化学研究所 仁科加速器研究センター） 　 宮崎 淳（北陸大 薬学部）
佐藤眞二（放射線医学総合研究所 物理工学部）　　  北川敦志（放射線医学総合研究所 物理工学部）
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D01 エキゾチック原子法を用いた宇宙観測
およびその応用による新機軸

負電荷粒子が原子に捕獲されると励起エキゾチック原子が生成されます（負ミュオ
ンが捕獲された場合はミュオン原子（ミューオニック原子）となります）。エキゾチック
原子は、その脱励起に伴い、種に固有の特性Ｘ線を放出します。この特性Ｘ線を測定
することで捕獲粒子種を同定する「エキゾチック原子法」は、エキゾチック原子の物理
を他用途に活用する新しい手法です。本研究では、エキゾチック原子法の宇宙観測
および他分野への応用検討を進めます。
宇宙観測への利用としては、宇宙線中に極微量に存在する（または存在すると予測さ
れている）反原子核イオン成分の観測が挙げられます。とりわけ反重陽子や反ヘリウ
ムなどの反原子核イオン成分は、未観測ながら、暗黒物質や原始ブラックホールなど
の未解明の宇宙物理課題を探る手掛かりとして注目されています。現在、エキゾチッ
ク原子法を用いた初の宇宙線反原子核観測「ＧＡＰＳ」が計画されています。そこで、
ＧＡＰＳの将来展開の芽出しとして、既存の測定器設計概念を念頭に、エキゾチック
原子法の高度化を探ります。特に、測定器の中核となるリチウムドリフト型シリコン検
出器アレイは、エキゾチック原子の生成ターゲットであり特性Ｘ線の検出器でもある
という重要な役割を担うことから、シリコン検出器の技術開発による性能向上を目指
します。また、シリコン検出器を含む測定器全体の数値シミュレーションを行い、宇宙
線観測の高度化を検討します。さらに、開発したエキゾチック原子法の他分野への応
用展開も検討し、研究領域内の各計画との連携を図ります。

公　募　研　究　の　紹　介

研究代表者
研究協力者

福家 英之 （JAXA宇宙科学研究所）
清水 雄輝 （神奈川大学）  小財 正義 （JAXA宇宙科学研究所）
小池 貴久 （大阪電通大学）  Charles Hailey （米国Columbia大学）
Kerstin Perez （米国MIT）

エキゾチック原子法の概念図。宇宙線として飛来する反粒子（反原子核イオン成分）をシリコン検出器アレイ内で捕獲
して励起エキゾチック原子を形成し、その脱励起で発生する特性Ⅹ線を観測するとともに、核子対消滅に伴うπ中間子
や陽子などの二次粒子群も測定することで、反粒子種を同定します。
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D01 ミュオン特性Ｘ線元素分析イメージングによる価数・電子状態の可視化

公募研究では、一次元のミュオン特性X線元素分析により、ミュオンの原子捕獲過程
とミュオン特性X線の強度の関係を明らかにします。リチウムイオン電池内部の三次
元のリチウムマッピングを実現します。元素の識別に加えて、原子の価数マッピングを
実現する分析法として確立します。負ミュオンの原子捕獲過程の理論的な理解は新
学術領域B02班とも密接に関係します。上記を明らかにしたのちは、新学術領域B01
班の取り組む元素分析のイメージングの技術とC02班の取り組むビームの高度化
（特にビームの極小化）と融合することにより、ミュオン特性X線元素分析を、元素を
特定するだけでなく、その原子の価数や状態を可視化するイメージング技術に昇華
します。これによって、リチウムイオン電池の内部の3次元リチウム分布イメージングと
、リチウム金属析出検出を実現します。
リチウムイオン電池の高容量化・安全化のためには、電池反応が電極全体で均一に
起こる必要があります。そのためにはリチウムは電極内に均一に分布している必要が
あります。リチウム分布の偏りが著しい場合には短絡や発熱が起こり、リチウムイオン
電池のトラブルの原因となります。一般に、電極から得られる電気情報は電極の平均
情報であり、電極内の分布を調べるには、電池を破壊して、電極を小さな片にして分
析するしかありません。もし非破壊でリチウム分布が調べられれば、外的要因に対す
る経時変化を調べたり、トラブルの発現要因を発見することが可能となり、リチウムイ
オン電池の性能向上と安全性を保つための開発を推し進めると期待されます。
リチウムイオン電池内部では、リチウムの移動に伴い、電極内の電荷補償をするよう
に遷移金属が価数を変えます。この価数の分布を調べることで、間接的にリチウムの
分布を捉えることもできます。また現在、リチウムに代わり、ナトリウム、フッ素、マグネシ
ウムなどのイオンが移動する新しい電池の研究が進んでいます。これらの新しい電池
においても、分布の均一性は重要です。あらゆる元素の分布を同時測定できる、ミュ
オン特性X線元素分析は、新しい電池分野の重要なツールとなり得ます。
負ミュオンを用いたミュオン特性X線元素分析は他に類を見ない、強力な非破壊分
析ツールとなり得る高いポテンシャルを有しています。 新学術領域研究においては、
非破壊の三次元イメー ジングの開発が行われるが、本研究ではそれに加えて化学
状態の解明という新しいアプローチの研究開発を行います。その実現のカギは負ミュ
オンの原子捕獲過程に関するさらなる理解です。本研究での価数の違いによるミュオ
ン捕獲におけるX線の強度比と、リチウム元素へのミュオン捕獲比の実験事実をもと
にして、新学術領域研究のB02班の理論研究とも密接に連携することにより、本課題
を推進します。

公　募　研　究　の　紹　介

研究代表者
研究協力者

梅垣 いづみ　（株式会社豊田中央研究所 フロンティア研究領域）
近藤 康仁　（株式会社豊田中央研究所 フロンティア研究領域）
樋口 雄紀　（株式会社豊田中央研究所 分析部）
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Pietro Caradonna ピエトロ カラドンナ

陽電子放射断層撮影 (PET) におけるコンプトンカメラを
用いた新しいイメージング法の開発

東京大学 カブリ数物連携宇宙研究機構
2015-2018　クイーンズランド大学 先端イメージングセンター 研究員

2012-2014　オーストリア科学アカデミー ステファンマイヤー研究所

  および

 　　 欧州原子核研究機構 超低速反陽子衝突プロジェクト (ASACUSA)

 　　 ポストドクター研究員

2011　博士号取得 ( 実験原子物理、陽電子と物質の相互作用 )

私は生命現象に関わる分子と陽電子の衝突に携わり、その衝突で放出される、陽電子放
射断層撮影 (PET) で使われるような 511 keV のγ線について研究を行ってきました。
私はビームライン実験の設計からデータ解析、微弱信号のイメージングにまで携わって
きました。現在は、核医学においてコンプトンカメラの利用限界を押し広げることをメ
インに進めています。
最近、PETイメージングにおいて直交に偏光しエンタングルした光子のコンプトン散乱
を調べられる理論的解析手法を開発しました。この研究は理論量子物理学に思いがけな
い波及効果をもたらしました。本新学術領域D１班において、転移癌の検出感度を従来
のシンチレータを用いた PETシステムに比べ、コンプトンカメラを利用することで 70%
向上させることを実証する実験の計画および遂行に努めています。これは、背中合わせ
に出る光子が患者の体内でコンプトン散乱する場合に、散乱光子の軌跡を補正すること
により達成できるものです。
更に、どこで散乱が起こったのかを発見することができるという予備的な結果をこれま
でに得ています。コンプトン散乱確率は電子密度に比例するので、散乱箇所をすべてプ
ロットすることで、従来のシンチレータを利用した PETシステムではできなかった、三
次元解剖学的マップを作成できる新たな手法につながると期待されます。

コンプトンカメラを用いた、もつれ合った光子対の散乱パターン解析
三重コンプトン散乱モデル

２２



若　手　研　究　者　の　紹　介

山下琢磨
負ミュオンや反陽子を含む量子力学的少数多体散乱の
理論的研究

東北大学　高度教養教育・学生支援機構（兼　大学院理学研究科化学専攻）

2019. 10　東北大学　高度教養教育・学生支援機構　助教　
2019. 9　  東北大学　大学院理学研究科化学専攻　助教　
2019. 4　  理化学研究所　仁科加速器科学研究センター　基礎科学特別研究員
2019. 3　  東北大学大学院理学研究科化学専攻　博士 ( 理学 )

負ミュオン（ȝ）は電子の 207 倍の質量を持つ素粒子、反陽子（  ）は電子の 1836 倍の
質量を持つ陽子の反粒子です。近年ミュオンビーム強度が大きく向上したことや、反陽
子ビームの低速化、反水素原子（            ：陽電子と反陽子が結合した原子）の合成が可
能になったことにより、新しい原子物理学が拓けてきました。 ȝ�や   は，原子との相互作
用において「重い電子」として振る舞い、原子核と強く結合する（加速される）ために
通常の原子分子では見えにくい量子効果を顕著に示すことがあります。 ȝ や   を含む散乱
過程は，化学反応の基礎理解を広げる上で重要かつ魅力的な系となっています。
本研究では、µや   を含む散乱過程を精密な理論計算により明らかにすることを目標とし
ています。特に，重水素原子核と三重水素原子核の核融合を µが触媒するミュオン触媒
核融合（µ-catalyzed fusion; µCF）の素過程や，反水素原子（  ）の衝突・反応過程に注
目しています。これらの過程はこれまで、クーロン力を介して相互作用する三粒子系の
散乱問題として扱われてきましたが、最近私たちのグループで開発した方法を用いて、
四粒子系の散乱問題を解くことができるようになりました。四粒子系の散乱問題は、三
粒子系のそれと大きく質的に異なります。三粒子系の散乱問題は、荷電粒子と原子の衝突・
反応を扱う雛形ですが、四粒子系の散乱問題は、原子同士（構造を持つ中性粒子同士）
の衝突を扱う雛形となります。
新学術領域研究において B02 班や C02 班が研究を進めている µCF では、ミュオニック
三重水素原子（tµ：三重水素核 tと µが結合した原子）と重水素原子（            ）の衝突
が基礎にあります。特定の衝突エネルギーにおいては、図に示すように、tµと dが結合
して小さな準安定ミュオン分子 (dtµ)* を形成し、これをコアとして e–が付加したような「擬
似原子 e–(dtµ)*」を形成します。        と�H–(dtµ)* はともに「二つの正荷電粒子と二つの負
荷電粒子」で構成され、三粒子系のコアに電子が付加した構造を持っていますが、質量
の組み合わせが大きく異なるため、全く違う性質を示します。e–(dtµ)* は実際の µCF サイ
クルの中でも形成する可能性があり、「e–(dtµ)* がどのくらいの頻度で形成するか」「e‒
(dtµ)* は形成後どのように解離するか」という問いに答えることが、新しい µCF機構の
提案に重要な鍵を握っています。四粒
子系の散乱問題を解くことで，e–��GW��
の性質や，e–(dtµ)* が µCF で果たす役割
を明らかにすることを目指して研究を
進めています。
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今村 慧

原子線共鳴法を利用した高偏極RI ビーム生成装置の開発

理化学研究所　開拓研究本部　上野核分光研究室

2017.4-2019.10　日本学術振興会　特別研究員（PD）

2016.4-2017.3 　 明治大学　研究推進員（法人 PD）

2016.3　　　　　明治大学　理工学研究科　基礎理工学専攻　博士（理学）

原子核を利用した物質科学研究の代表として、核磁気共鳴 (NMR) 法が広く知られていま
す。この手法は、外部磁場を用いて核スピンがわずかに偏極した状態を生成し、ラジオ
波などの電磁波を共鳴させ電気的な信号を得ています。安定な原子核を利用した核磁気
共鳴法は一般的にmg程度のサンプルを用意する必要があります。一方で，放射性同位体
(RI) を利用した場合、電気信号の代わりに原子核崩壊の際に放出されるβ線を検出するβ
-NMR法が適用可能となり、測定感度を 11桁をも向上させることができます。そのため、
物質中に核スピン偏極したRI を打ち込むことが可能となれば、物質構造を変えずに元素
置換を行い少数個の原子核を用いて超高感度の物質科学研究が行えると期待されます。
これの実現のためには、あらゆる核種に対し高効率の核スピン偏極を生成することが不
可欠となります。このために，当該研究では原子線共鳴法を応用し、超低速かつ高スピ
ン偏極したRI ビームの生成装置の開発を行います。この手法では原子や原子核が磁場中
において受ける力の方向が、スピンの向きに依存することを巧みに利用しスピン偏極の
生成を行います。この手法は原理的に核スピンを持つ核種すべてに適用が可能なであり、
これまで高効率の偏極生成が難しかった低収量・短寿命な原子核への適用が期待できま
す。原子線共鳴法それ自体は 1960 年代より安定同位体やその近傍の原子核の核構造研究
に適用されている手法ではありますが、keV~MeVオーダーのイオンビームとして生成さ
れるRI を室温程度に減速、中性化、輸送することが困難であることから現状では適用可
能な核種が限られています。このような困難を克服するために、現在イオントラップと
レーザー冷却技術を応用した新しい中性化装置の開発に着手しています。

当該研究で開発を行う原子線共鳴法を用いた高偏極RIビーム生成装置の概略図。丸内の矢印が核スピンの向きを，外側
の矢印が電子スピンの向きをそれぞれ表している。
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名取寛顕

負ミュオン顕微鏡に向けた超冷負ミュオンビームの開発

高エネルギー加速器研究機構（KEK）ミュオン

IBS CAPP
KEK ( 素核研 )
理学博士・東京大学大学院

修士および博士課程MEG実験に参加して素粒子標準理論を超えた新物理の発現をとらえるため、
μ→eγの探索の研究を行ってきました。
修士課程では液体キセノン中で使用するための光電子増倍管を開発。素子ツェナーダイオードの
動作保証外の低温での動作検証を行い、特に液体キセノン温度で大きなノイズを発生することを
見つけこのノイズの問題の対処案を発案し、出力にノイズの影響の出ない、高レート入射光耐性
のある光電子増倍管を開発しました。
博士課程では、新たな中性粒子 ( ここではφと呼ぶ ) を媒介とした、μ+→e+φ, φ→γγ崩壊を
考えるとMEG検出器のμ→eγ探索データから比較的大きな検出精度を得られると考え、この反
応の探索を行いました ( 図 1 にMCでのイベント例を示す )。
その後KEK素核研のポスドクとしてDeeMe 実験に参加し、μ-e 転換過程の探索のための検出器
の開発を行いました。DeeMe 実験は一次陽子ビームが二次粒子生成標的にあたった時に即発で放
出される大量の電子が二次ビームラインを通って到来した後、遅れてやってくるμ-e 転換過程の
105 MeVの電子を捉え、この稀な事象を探索する実験ですが、即発電子が多量でそのままでは検
出器が不感となってしまうため、当初キッカー電磁石で蹴り出す計画でしたが、財源の問題があ
りました。そこで検出器側で耐性を上げられないかと考え、高電圧パルス駆動を行う多芯比例係
数管 (MWPC) を発案しました。アノードワイヤとポテンシャルワイヤが交互に並び、カソードで
挟んだ構造のMWPCにおいて、ワイヤ間隔をカソードとの距離と比べ有意に狭い構造にし、図 2
のようにポテンシャルワイヤへ高電圧パルス駆動を行うことで即発電子通過中のガス増幅率をO
(1) にし、信号電子に対してはガス増幅率をO(104) となるMWPCを開発し、キッカー電磁石無
しで実験を行えるようになりました。
韓国 IBS ではμ-e 転換過程探索のCOMET実験に参加し、FLUKAを使って検出器の放射線量の
シミュレーションで見積もりを行い、GEANT4 や PHITS の結果との比較を行ったり、IBS で共
同研究者が開発しているトリガーボードで使用する候補となっていた回路素子の放射線耐性の試
験を行うなどしました。また、Phase-I 実験の StrECal 検出器を利用してのμ+ (A,Z) → e + φ + 
(A, Z), φ→γγの探索について研究を行いました。

図１ μ→eφ,φ→γγのシミュレーションでのイベント例 図 2 高電圧パルス駆動の時間構造
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邱 奕寰 (I-Huan CHIU)

負ミュオンビームを用いた新たな非破壊元素分析法

大阪大学 大学院　理学研究科

2019.9  東京大学　博士（理学）取得

私は修士時代から博士までスイスCERNの LHCでの CMSと ATLAS 実験で標準模型に超える理
論に直接観測することを目指して研究してきました。2012 年夏､大型ハドロン衝突型加速器 LHC
実験でヒッグス新粒子の発見により､素粒子物理学において現在最も重要な標準模型に最後のピー
スが埋められました。しかし､標準模型が世の中にすべでの物理問題を解決できる訳ではなく､解
説しない現象は異なる理論が存在することを表示しています。修士課程は標準模型のトップクォー
ク経由でヒッグス粒子に崩壊するチャネルをCMS実験で探しました。そして、ヒッグス粒子が
五つに拡張され、中性の重いヒッグス（H,A粒子と呼ぶ）が存在している新しい概念を私の博士
課程の研究テーマとしてATLAS で探索しました。
CMSでの実験は探索しているトップクォークからヒッグス粒子に崩壊するチャネルが極めて少な
いと考えてられており、さらに LHCの陽子衝突実験においてジェットの数が多い事象からボトム
クォークの信号を見分けることはかなり難しい状況です。私は多変数解析方法と機械学習に利用
して、背景事象と信号の分離能力が良くすることに成功しました（図１）。予言した信号に有意義
な超過がまだ見えていませんが、この成果はCMS実験におけるApproval 会議で高く評価されま
した。博士課程は東京大学素粒子物理国際研究センターの下で新たな中性重いヒッグス（HとA）
を探索しました。H/A新粒子の発見は超対称性もしくは暗黒物質の解明に繋がると期待されてい
ます。私はこれまでのこの研究の何十年もの成果を引き継ぎ、粒子崩壊現象の再構成効率や背景
事象を評価して改善しました。その結果、全質量領域の発見感度を向上することを達成しました
（図２）。
私は今まで標準模型と一線を画する新たな物理現象の発見を注目し、CMSと ATLAS で海外研究
者と議論したり、経験交換したり、様々な知識を身につけました。現在は、ミュオンビームを用
いた新たな非破壊元素分析実験に取り組んでおり、使用するテルル化カドミウムイメージング検
出器の開発やGeant4 を用いて各種のX 線実験分析のシミュレーションを行っています。これら
の基礎研究をもとに、ミュオンビームのマシンタイムも全力を取り組む所存です。

多変数解析方法で出力した分布。背景事象（青線）と
２０倍の信号（薄い赤点線）をよく分離することできる。
黒点はCMSで観測したデータである。

現在まで公表した棄却領域を青の領域で示している。それは、本テー
マにおいて現在世界最高感度の限界である。私の研究結果は黒の点線
で、棄却領域の範囲が大幅に広がる。横軸はA粒子の質量、縦軸は中
性重いヒッグスの存在を説明に使う変数（tanβ）。

棄却領域

探索領域
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奥津 賢一

ミュオン触媒核融合反応素過程の解明

東北大学大学院 理学研究科　化学専攻

2019.6-　　　　 東北大学大学院　理学研究科　化学専攻　助教 ( 現職 )

2019.4-2019.5　産業技術総合研究所　産総研特別研究員

2018.4-2019.3　日本学術振興会　特別研究員 (PD)

2018.3　　　　  東北大学大学院 理学研究科 化学専攻 博士課程後期修了　博士（理学）

2017.4-2018.3　日本学術振興会　特別研究員 (DC2)

我々の身の回りを含め世の中は無数の反応で成り立っていますが、その中で反応過程が
わかっているものはごく一部しかありません。私はこれまでその中のごくわずか、また
単純な化学反応ではありますが、それらの反応過程を解き明かす研究をしてきました。
さて、私は現在東北大学の木野准教授やKEKの三宅教授らと協力しながらミュオン触媒
核融合反応の解明に挑もうとしています。ミュオン触媒核融合は主に 2つの水素同位体
核と負ミュオン ( 重い電子のように振る舞う素粒子の 1つ ) からなるミュオン分子が起こ
す分子内核反応です。この分子内核反応やミュオン分子を形成されるまでの過程も含め、
反応全体でわかっていない部分が多くあります。それらの部分を明らかにする研究はこ
れまでにも行われてきたが、実験に必要な負ミュオン粒子数が実験を行う上で充分でな
かったりしたこともあり、なかなか進みませんでした。
近年、茨城県にある J-PARCにおいて世界最高強度のパルスミュオンを出力できるよう
になったことや、エネルギー源以外へのミュオン触媒核融合反応の活用の提案などから
再度注目を集めており、この反応の基礎データを得ることの重要性が高まっています。
現在私は核反応後に放出されるミュオンの運動量観測を目指し、装置の設計を進めてい
ます。現在の課題は対象となる核反応後の負ミュオン数に対しいかにバックグラウンド
の他粒子を抑えるかで、この課題を乗り越えられるかが実験の成功の可否を握っていま
す。現在課題を突破するべく図に示していますように粒子の挙動シミュレーションや装
置の設計、共同研究者との議論を進めています。

質中における粒子の軌跡シミュレーションソフト (G4beamline) を利用した実験装置のシミュレーションの様子
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初めまして。2019 年の 5月からA01 班の研究に参加し
ている、理化学研究所の奥村と申します。現在アメリカの
Colorado 州 Boulder にあるNIST にて、新型の超伝導検
出器（TES）の開発に携わっています。今回は自己紹介を
兼ねまして、「Boulder だより」という形でこちらの近況
をお伝えできればと考えております。
NIST の本部自体はMaryland 州の Gaithersburg にあり
ますが、TES の研究を行なっている量子センサーグルー

プの研究所はColorado 州の Boulder にあります。Boulder は Colorado 州の首都
Denver の北西にある比較的小さな都市で、Colorado 大学の本拠であることから学生都
市として有名です。標高はおよそ 1600mであり、高地トレーニングのメッカとしても知
られています。個人的には、真空装置を扱っている時に、大気圧が ～105 Pa ではないと
指摘されたことが記憶に残っています。私が訪問している量子センサーグループは、TES
に関して世界トップクラスの技術を有しており、30名以上の研究者がTESの研究に携わっ
ています。
さて、Boulder に滞在していて驚いたことは幾つかありますが、私が東京出身であまり慣
れていなかったこともあり、雪には特に驚かされました。私にとっての Boulder での初
雪は 10/10 でした（図１）。10月に雪が降ったことも驚きですが、東京比較でかなりの
積雪であったことも驚愕でした。ところが、現地人曰くこれは “light snow” とのこと。
そんなバカな、と思っていたところ、11/26 の雪を体験して考えが変わりました。翌日
の写真が図２です。当日はあまりの積雪のためNIST が close になりました。現地の人に
とってもこの雪は “heavy snow” だそうですが、どうも頭に “11 月にしては” という不
穏な枕詞が付きます。1, 2 月はどうなるのだろうか、と今から戦々恐々としています。
NIST には１年弱滞在する予定ですが、彼らの技術を１つでも多く身につけられるよう
日々精進して行きたいと考えております。今後ともよろしくお願い致します。

図1

図2

2019 年 12 月 9日

奥村 拓馬
理化学研究所　開拓研究本部　東原子分子物理研究室



A 01 班  J- P A R C に お け る ビ ー ム タ イ ム
(2020年1月)

領域代表：高橋 忠幸　東京大学 国際高等研究所 カブリ数物宇宙研究機構（Kavli IPMU）　
　　編集：上野 秀樹　理化学研究所 開拓研究本部／仁科加速器科学研究センター
　　　　　高峰 愛子　理化学研究所 開拓研究本部／仁科加速器科学研究センター
領域ウェブページ : https://member.ipmu.jp/SpaceTech_to_QuantumBeam/

　本新学術領域「宇宙観測検出器と量子ビームの出会い。新たな応用への架け橋」のニュースレター
第二号ができあがりました。ご多用の中、ご寄稿いただいた皆様へ厚く御礼を申し上げます。
本新学術領域のウェブページには詳しい活動報告を記載しておりますので、是非ご覧下さい。
　本ニュースレターに関して掲載希望、ご意見などございましたら、 高峰 icot@riken.jp までお寄せ
下さい。

原子物理、原子核物理、宇宙物理、ミュオン物理と多岐にわたる分野の研究者が
本ビームタイムに参加しました。

A01 班の J-PARCにおける低速負ミュオンビームを使った実験が、2020
年 1月に実施されました。これは、昨年 4月に行ったフィーシビィティ実
験に引き続いて行なわれた本実験です。原子物理、原子核物理、宇宙物理、
放射化学、さらにミュオン科学を専門とする研究者が、国内外から総勢約
20名集まりました。超伝導X線カロリーメータを使って、ミュオン原子か
ら放出されるミュオンX線を高精度に測定し、量子電磁力学の検証に迫る
ことを目指しています。J-PARCから供給される低速ビームという特徴を
生かして、ガス中に孤立したミュオン原子を用意することが可能になりま
した。今回は、希ガス標的を用いた実験で、十分な統計量のデータの取得
に成功したのみならず、予備テストとして隕石サンプルや金属フォイル標
的からのX線も観測し、極めて有望な成果を上げることができました。

編 集 後 記
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