J-PRAC RCS のパルス陽子ビームを活用したミュオン電子転換過程探索実験: DeeMe
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1. はじめに
物性研究でミュオンを利用する時にはμSR やミ

であり、そのような拡張理論ではレプトン・フレー
バは保存しないことが多い。ミュオン電子転換過程

ュオニック X 線などの良く知られたミュオン反応

も観測可能な頻度で十分起こり得ると考えられる。

が用いられる。ミュオン自身の性質は既知でありそ

どの程度の分岐比で起こり得るかは理論によって

こに科学的な興味はない、と考えている研究者もい

まちまちであり、現在の実験上限値(BR[𝜇 " + Ti →

るのではないだろうか。しかしながら最先端の素粒

𝑒 " + Ti] < 4.3 ×10"56

子物理学分野の立場から見ると、ミュオンの性質に

Au] < 7 ×10"59 [3])近傍で観測されてもおかしくな

はまだ完全に理解されていない部分もあり、ミュオ

いと言う理論もある。ミュオン・電子転換過程の探

ン自体が研究対象として大変魅力的なのである。ミ

索研究は、現在の上限値を改善するだけで素粒子の

ュオン自身の様々な性質を測定することによって、

標準理論を超えた枠組みへの情報を得ることがで

LHC で到達可能なエネルギーを超えたより高いエ

きる、大変お得な反応なのである。
2. ミュオン電子転換過程

ネルギースケールを研究することが可能である[1]。
ミュオン電子転換過程(𝜇 " + A → 𝑒 " + A)はその

[2],

BR[𝜇 " + Au → 𝑒 " +

ミュオン電子転換過程の探索実験は歴史が古く、

代表例である。この反応ではレプトン・フレーバが

最初の実験は宇宙線ミュオンを使って 1952 年に行

保存しない。素粒子の標準理論では基本的にレプト

わ れ て い る [4] 。 60 年 後 の 現 在 で も 、 DeeMe や

ン・フレーバが保存するため、ミュオン電子転換過

COMET、Mu2e といったプロジェクトが準備中であ

程は禁止過程である。ニュートリノ振動の影響があ

る。普通のミュオン電子転換過程の探索実験では、

るので完全には禁止されないが、起こるとしても

陽子ビームを陽子標的に当てて発生させたミュオ
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程度の分岐比になると予想されている。現

在実現可能な実験技術ではどんなに頑張っても分
岐比 10

-18

ンをビームラインで実験室に取り出して利用する。
ビームラインから取り出されたミュオンは実験室

が限界と考えられるため、素粒子の標準

に設置された第 2 標的に静止し、第 2 標的から放出

理論の枠組みだけではミュオン電子転換過程を観

される電子の運動量を測定する。ミュオン電子転換

測することは事実上不可能である。ただし、レプト
ン・フレーバを破る新しい現象が存在すれば、実験
的にミュオン電子転換過程が観測可能となる場合
もある。
そのような都合の良い未知のプロセスが存在す
るのだろうか。一般的には「無い方がおかしい」と

陽子標的
大立
体角

高バースト耐性
2次
電子スペクトロメータ
ビー
ムラ
イン
(Hラ
イン
)

考えられる。理論的にしっかりと裏付けされたエネ
ルギー保存則などとは異なり、レプトン・フレーバ
が保存しなければいけない理由は存在しない。暗黒
物質の素性や物質優勢宇宙の謎なども考えると素
粒子の標準理論を超えた新しい概念は絶対に必要

図 1 H ラインと DeeMe 実験装置

過程で放出される電子の運動量は原子軌道上のミ

して設計したビームラインが H ラインである。収

ュオンが Michel 崩壊で放出する電子よりも高いの

束用ソレノイドと双極子電磁石を組み合わせた独

で、そのような運動量の電子が観測されればミュオ

特の構成により、120 msr のアクセプタンスを達成

ン電子転換過程の発見となる。

している。これにより、D ラインで 10 年かかる測

ところが我々は表面ミュオンとの類推から、「陽

定を H ラインなら 1 年で完了できる。DeeMe 実験

子標的中にも大量のミュオンが静止しており、そこ

では、現在の上限値を一桁改善するために H ライ

からミュオン電子転換の電子が放出されることも
あるのではないか？」と思い至った。2009 年には

ンで 1 年間物理データを収集する計画である。
高バースト耐性飛跡検出器

D2 ビームラインで予備測定を行い、陽子標的中に

電子の運動量を測定するためのスペクトロメータ

毎秒 1010 個ものミュオン原子が生成されているこ

を H ライン出口に設置する。スペクトロメータは

とを突き止めた。そこでこの現象を積極的に活用し

TRIUMF から無償貸与を受けている PACMAN 電磁

たミュオン電子転換過程の探索実験の検討を行い、

石と MWPC4 台から構成される。この MWPC には、

2011 年に DeeMe 実験を提案するに至ったのである。 パルス陽子のタイミングに同期して即時発生する
陽子標的内部でミュオンを反応させるという

バ ッ ク グ ラ ン ド 粒 子 も 入 射 し 、 そ の 強 度 は 70

DeeMe 実験のアイデアは極めて独創的である[5]。
3. DeeMe 実験

GHz/mm2 にもなる。この強度では通常の飛跡検出
器はまともに動作しない。この問題を解決するため、

DeeMe を実現するためには、大強度高純度パルス

DeeMe では高電圧スイッチングでガスゲインを高

陽子ビーム、大立体角ビームライン、ならびに高バ

速に切り替えることが可能な新型ガス飛跡検出器

ースト耐性飛跡検出器が必要となる。
大強度高純度パルス陽子ビーム

を開発した[5]。この飛跡検出器では、センスワイヤ

DeeMe で は ミ ュ オ ン 電 子 転 換 過 程 の 分 岐 比 で

に配置することにより、ポテンシャルワイヤーの電

10-13~10-14、現在の上限値を 1−2 桁改善することを

圧でガスゲインを制御できるようになっている。単

目指している。これを達成するためには大量のミュ

純なアイデアだが、近接したワイヤー間に大きな電

オン原子が必要であり、1MW 級の大強度陽子ビー

位差を発生させるためワイヤーを力学的に安定性

ムが必須である。また、陽子ビームが標的に当たっ

させるのは簡単ではない。2015 年には D2 エリアで

た瞬間に放出される大量のバックグランド電子と

試験中の本作チェンバーのワイヤーが全部破断す

ミュオン電子転換過程で発生する信号電子を区別

るなど、開発は難航した。最終的には高電圧スイッ

するため、パルス陽子ビームを使用して遅延タイミ

チングのタイミングを変更するなどの工夫で問題

ングで放出される信号電子を計測する。このとき、

を解決し、現在では長期間安定して運転させること

パルスから外れたタイミングに陽子が存在すると

ができる。

ーとポテンシャルワイヤーを 0.75 mm の近接距離

深刻なバックグランド源となるため、パルスから外
れたタイミングに存在する陽子の割合が 10-18 以下
である高品質のパルス陽子ビームが必要となる。
J-PARC RCS からのパルス陽子ビームの品質は極め
て高く、ビーム強度も 1 MW 級であり、ミュオン電
子転換過程の探索実験には最適の加速器といえる。
大立体角ビームライン（H ライン）

物理感度を上げるためには、陽子標的から放出され
る信号電子を取り出すビームラインのアクセプタ
ンスも大きくする必要がある。MLF ミュオン実験
施設 D ラインのアクセプタンスは公称 30 msr だが、
ミュオン電子転換過程のように陽子標的の広い領
域で発生する電子に対しては平均で 10 msr しかな
い。そこで河村と TRIUMF の Jaap Doornbos が協力

図 2 D2 エリアでの MWPC ビームテスト風景

4. 今後の計画

すくなると考えられる。そこで、ミュオン炭素原子

2011 年にミュオン S 型課題として実験提案をして

からの DIO スペクトルを測定する実験を計画して

からこれまで、科研費基盤(S)(2012-2016)を活用し

いる。測定には既存の D2 エリアを活用し、小型の

て検出器を開発してきた。前述した革新的な飛跡検

セクター型電磁石に高バースト耐性飛跡検出器を 4

出器の開発にも成功し、電磁石も TRIUMF から無

台取り付けたスペクトロメータを使う。H ラインに

償貸与され、測定器の開発は一通り完了している。

設置する予定の装置と比較すると電磁石が異なる

2014 年には実験準備が整い次第実験開始となる

だけであり、ミュオン電子転換過程探索測定に向け

「Stage-2」の承認も受けている。H ラインが完成し

た良い練習になると期待している。すでに都合 7 日

さえすればいつでも物理測定を開始できる。しかし

間のビームタイムが認められており、2017 年度中

ながら大変残念なことに H ラインの建設計画が遅

には DIO スペクトルに関する成果を発表できるよ

れている。

うにしたい。

さて、ミュオン電子転換過程では、原子軌道上で

J-PARC では、DeeMe 以外にもハドロンホールで

ミュオンが崩壊する（Decay-in-Orbit, DIO 崩壊）こ

COMET/Phase-1 が準備中である。ミュオン電子転換

とによって発生する電子が主要なバックグランド

過程の研究の重要性と緊急性は非常に高く、DeeMe

源になると予想されている。ところが、従来使われ

をタイムリーに開始する意義は大きい。H ラインの

てきた DIO 予想スペクトルは低中運動量領域と高

早期建設完了と一刻も早い物理測定の開始を切に

運動量領域でそれぞれ異なる 2 種類のモデルをつ

希望している。

ぎはぎしたもので、バックグランド量の見積もり精
度に問題がある可能性が指摘されてきた。この点を
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