課題番号

受理年月日
(事務局使用欄：Official Use)

高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所
ミュオン共同利用 S1/S2 型実験課題平成２９年度研究計画書
Yearly plan FY2017, S1/S2 type research project, KEK
物質構造科学研究所長 殿
To Director of Institute of Materials Structure Science

0)実験代表者情報
E-Mail
氏名 Name
所属機関・部局
職名 Status
住所 Address
電話 Tel
ファクス Fax

1)基本情報

作成日

2016

年

11

月

18

日

[ Information of principal investigator ]

Affiliation

：
：
：
：
：
：
：

aokim@phys.sci.osaka-u.ac.jp
青木正治
大阪大学・大学院理学研究科
准教授
大阪府豊中市待兼山町１−１
06-6850-5564
06-6850-5564

[ Basic Information ]

i)

実験課題の種類 [ Type of project]

ii)

実験課題名 [ Title of project]
日本語（in Japanese）
RCS からのパルス陽子ビームを活用したミュオン電子転換過程の探索実験
英語（in English）
Experimental Search for mu-e Conversion in Nuclear Field with Pulsed Proton Beam from RCS

iii)

S1 型 [ Type S1 ] ■

/

S2 型 [ Type S2 ] □

研究の概要 [abstract]（500 字以内）
ミュオン電子転換過程はレプトン・フレーバを破る反応であり、素粒子の標準理論では禁止されている。
その一方で、標準理論を超えた多くの理論ではその存在が自然と考えられており、実験的な発見は焦眉
の急である。本研究では、RCS からの良質のパルス陽子ビームを活用することによりミュオン電子転
換過程を探索することを目指している。他の実験課題にも利用可能な汎用性の高いビームライン
(H-line)を活用することにより、最終的には 10-14 よりも高い感度を達成する事が可能である。そのた
め、費用対効果費が非常に高い研究計画となっている。本研究手法では、現在の上限値をおよそ 2 桁
改善する物理感度を達成することが可能であり、世界で最初に信号を発見できる可能性は非常に高い。
また、発見できない場合であっても、標準理論を超えた物理に対する重要な知見を与える。本研究では
まず、グラファイト標的を用いて 10-13 の感度での物理測定を完成させることを目指す。
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本欄には、研究の全体構想及びその中での本研究の具体的な目的について、冒頭にその要旨を記述した上で、適宜文献を引用しつつ記述し、
特に次の点については、焦点を絞り、具体的かつ明確に記述してください。

1 研究の学術的背景 (本研究に関連する国内 · 国外の研究動向及び位置づけ、応募者のこれまでの研究成果を踏まえ着想に至った経緯、
⃝
これまでの研究成果を発展させる場合にはその内容等)
2 研究期間内に何をどこまで明らかにしようとするのか。
⃝



3 当該分野における本研究の学術的な特色 · 独創的な点及び予想される結果と意義
⃝
−



−

原子軌道上におけるミュオン · 電子転換過程 (µ + N → e + N) は素粒子の標準理論で禁止され
ているが、超対称性大統一理論などによれば 10−13 ∼ 10−15 程度の分岐比で観測できる可能性があ
る。ミュオン g − 2 の測定結果が理論値とずれていることと関連して、10−14 程度の分岐比を予言
しているモデルもある。この過程が発見されれば宇宙 · 素粒子の研究に大きなインパクトを与え
ることは必至である。本研究の目的は、最終的には 10−14 を超える感度でミュオン・電子転換過程
を探索することを目標として、まずはグラファイト標的で 10−13 の感度で探索を行うことにある。
世界に先駆けた事象の発見を目指して、革新的な手法で実験を遂行し、物理解析を行う。
1 研究の学術的背景
⃝
本研究に関する国内・国外の研究動向
荷電レプトン · フレーバ保存則を破る反応 (CLFV) は、素粒子の標準理論では禁止されている。
「禁止」されている理由は特にない。過去の実験において CLFV が１つも発見されていない1 ため、
理論に組み込まれたのである。実際、クォークセクターではフレーバは保存していないし、ニュー
トリノ振動現象も発見されている。ちなみに、CLFV はニュートリノ振動による高次ループの影
響で発生する可能性も理論的には存在するが、その大きさは僅かに 10−50 程度である。標準理論
の枠内では CLFV は実質的に存在しないと言って良い。
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
観測されればたちどころに新しい物理の証拠となる。この点で、標準理論予想値からのずれを精
密に測定しなければならないミュオン g − 2 などの精密測定実験とは大きく異なる。CLFV は標準
理論予想値の理論的不定性に影響されない。例えば、ニュートリノ振動現象の発見によって注目さ
れているシーソー機構を超対称性と組み合わせると、10−13 ∼ 10−15 の分岐比で µ− + N → e− + N
が見つかる可能性が高いと言う報告もある2 。また、BNL で行われたミュオン g − 2 の測定結果が
理論予想値から 3.3σ もずれていることから、10−14 程度の分岐比を予言しているモデルもある3 。
その他、余剰次元4 やリトルヒッグスモデル5 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。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のである6 。
このように、CLFV の発見は素粒子の標準理論を超えた物理の直接的な証拠となるため、ミュ
オンに限らず Kaon やτ、Z など様々な粒子を活用した実験が行われて来た。Particle Data Group
がまとめた一覧を見ると、100 種類以上の反応過程とその結果が報告されている事が分かるが、未
だに 1 イベントも発見されていない。表 1 にこれら 100 種類以上の CLFV 探索実験の中から代表
的な実験を示す。これらの実験の中で、ミュオンを用いた実験の将来性が特に高い。それは、ミュ
オンが他の粒子にくらべて質量が軽く、J-PARC などの大強度陽子加速器によって大量に生成で
1

W.J. Marciano, T. Mori and J.M. Roney, Annu. Rev. Nucl. Part. Sci. 58 (2008) 315.
J. Hisano and D. Nomura, Phys. Rev. D 59 (1999) 116005.
3
G. Ishirori et al., Phys. Rev. D 75 (2007) 115019.
4
K. Agashe, A Blechman and F. Petriello, Phys. Rev. D 75 (2006) 053011.
5
M. Blanke et al., JHEP 0705 (2007) 013.
6
Y. Kuno and Y. Okada, Rev. of Mod. Phys. 73 (2001) 151.
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表 1: 代表的な荷電レプトン · フレーバ探索実験。上限値は 90%C.L.
崩壊モード
分岐比の上限値 文献
+
+
µ →e γ
< 4.3 × 10−13
EPJC76 (2016) 434
+
+ + −
−12
µ →e e e
< 1.0 × 10
NPB299 (1988) 1
µ− + Au → e− + Au < 7 × 10−13
EPJC47 (2006) 337
−
−
−13
µ + Ti → e + Ti
< 4.3 × 10
PLB317 (1993) 631
±
±
−8
τ →µ γ
< 4.4 × 10
PRL104 (2010) 021802
0
± ∓
−5
Z →µ τ
< 1.2 × 10
ZPC73 (1997) 243
0
−12
± ∓
KL → e µ
< 4.7 × 10
PR181 (1998) 5734
D0 → e± µ∓
< 2.6 × 10−7
PRD81 (2010) 091102(R)
0
± ∓
−9
B →e µ
< 2.8 × 10
PRL111 (2013) 141801
きるためである。
このような背景に後押しされて、様々な実験的研究の試みが行われている。例えば、現在スイ
ス PSI では µ+ → e+ γ を探索する実験 (MEG) のアップグレードが準備中である。MEG グループ
の 2010 年の結果では信号を見つけたかに思えた7 が、最終的には上限値 4.3 × 10−13 (90%C.L.) を
与えるに留まっている8 。また、10−17 の感度で µ− + N → e− N を探索する実験が J-PARC· ハドロ
ンホール (COMET 実験) と米国 Fermilab(Mu2E 実験) で個別に提案されている。米国 P5(Particle
Physics Project Prioritization Panel) 委員会が 2014 年のレポートにおいて「Mu2E 実験とミュー
オン g − 2 実験は成し遂げるべし」と答申していることも特筆に値する。LHC 第 1 期では超対称性
粒子を発見できなかった。その一方で、CLFV である h → τ µ 崩壊を示唆するデータが報告されて
いる。素粒子の標準理論を超える新しい物理に迫る手段として、µ-e 転換探索実験をタイムリーに
実現することは重要である。なお、COMET 実験は 2012 年に Staging 方針を打ち出し、COMET
ミュオンビームラインの上流部分のみを前倒しで建設して COMET/Phase-1 を行うこととなった。
COMET/Phase-1 で目指す感度は本研究方法で目指す最終感度と同程度であり、本研究の目標設
定が妥当であることを示唆していると言えよう。なお、COMET/Phase-1 と本研究は実験手法に
違いがあるため、お互いに相補的な実験と考える。
本研究の位置づけ
光子が媒介するプロセスに対してのみ敏感な MEG 実験と比較して、本研究は光子以外の粒子が
媒介するプロセスに対しても高い感度を持つ。図 1 に本研究 (DeeMe) と MEG が探索できるエネ
ルギースケール (Λ) を示す。横軸 κ は光子以外の粒子が媒介するプロセスの程度を表すパラメー
タである。光子のみが関与する場合には κ = 0 となる。本研究と MEG を組み合わせれば、超対称
性など新しい物理を理解する大きな助けとなる。
また、本研究の実験規模は比較的小さく、短期間で物理結果を出す事が可能である。物理データ
収集の開始が 2020 年以降と考えられている COMET/Phase-2 実験や Mu2e 実験、あるいは 2018
年にビームラインが完成する予定の COMET/Phase-1 よりも早く結果を出す事が可能である。理
論モデルによっては僅か 1–2 桁の改善で信号を発見できる可能性もある。COMET/Phase-1 とは
異なる実験手法でバックグランドなども異なる可能性があり、本研究の意義は高い。
応募者のこれまでの研究成果を踏まえ着想に至った経緯
従来より、プロダクションターゲットから直接飛来する surface muon の存在は良く知られている。
代表者自身も以前、陽子標的から直接放出される µ+ の偏極度を測定する実験を行ったことがあ

7
8

J. Adam et al., Nucl. Phys. B 834 (2010) 1.
A.M. Baldini et al., Eur. Phys. J. C 76 (2016) 434.

これまでの研究成果
J-PARC における本実験手法の実現可能性を検討するた
めに、プロダクションターゲットから飛来する遅延電子を
計測する測定を J-PARC MUSE の D2 ラインで行い (2009
年)、陽子標的中に静止している µ− の収量が 1010 /s もあ
ることを実証した (陽子強度 1 MW に換算)。この結果を
元にして、2010 年 12 月に J-PARC MUSE での実験提案
として正式に申請を行った。この提案は、2011 年 1 月の
KEK 物質構造科学研究所 ·S 型課題審査委員会 · 第一次審
査で採択された。一次採択に際しての委員会からのコメ
ントは：

Λ (TeV)

る9 。これらのことから我々は、
「µ-e 転換の電子も陽子標的から直接放出されている可能性がある」
ことに思い至った。また、TRIUMF で行われたパイオン崩壊分岐比の超精密測定実験 (pienu) に
おいて、ビーム中の電子を削減する検討を行っている過程で共同研究者の Douglas Bryman 氏と
沼尾登志男氏がまったく独立に同様のアイデアに思い至り、TRIUMF ビームラインで遅発電子の
予備測定を行ったこともある10 。この時には、TRIUMF で得られる陽子ビームがパルス構造では
無かった事とビーム強度が不足していたことにより、最終的な実験提案には至らなかった。この
アイデアを活かせるのは、パルス構造をした陽子ビームを大強度で供給できる J-PARC MLF だけ
であり、我々は、Bryman 氏や沼尾氏、KEK 素核研、加速器、施設関係者らと研究協力体制を構
築して実験の検討を進め、現在の上限値を大きく上回る可能性を有する実験デザインを完成させ
たのである。

DeeMe2

MEG2

DeeMe1
MEG

DeeMe0

103

1. 本提案の物理的な意義は大きい。

SINDRUM-II

2. 「一般に稀崩壊精密実験は一気に（何桁も）その精
度を改善することは難しく、この意味においても本
提案は歓迎すべきものと考える。」
3. 遅延陽子をモニターする方法が明確に記述されてい
ない。

10−2

10−1

1

10

102

3

10
κ

4. 予備実験等により方法論の妥当性を明らかにすべき 図 1: 本研究と µ → eγ 崩壊の比較。
DeeMe0 はグラファイト標的で 1 年間、
である。
DeeMe1 はグラファイト標的で 3 年間あ
であった。その後 2011 年 12 月まで計算機を用いたリア るいは SiC 標的で 1 年間、DeeMe2 は
リスティックな実験感度やバックグランドの評価を行なっ SiC 標的 4 年間でそれぞれ予想される
た。また、遅延陽子をモニターする方法を開発して 2013 感度。
年 5 月まで測定を行い、遅延陽子の発生比率が実験から
要請される上限値 10−17 よりも小さい事を確認した。検出器を建設するための予算として科学研究
費補助金基盤 (S) の獲得にも成功し、2012–2016 年の 5ヶ年計画で測定器の開発建設を開始した。
その後、第二次採択に向けて検討する過程において現実的な実験実現のために以下の点で実験
デザインを変更した。
1. 飛跡検出器をプロンプトバーストから保護するためのキッカー電磁石を廃止し、飛跡検出器
自体のバースト耐性を強化する。

9
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M. Aoki et al., Phys. Rev. D 50 (1994) 69.
A. Aguilar-Arevalo et al., Nucl. Instrum. and Methods, Phys. Res. A 609 (2009) 102.

2. 当初提案していた SiC 陽子標的の実装には中性子実験施設への影響などに関するより慎重な
評価が必要となることが判明したため、まずはグラファイト標的で物理測定を開始する。
これによって本研究の実現可能性が認められ、2014 年 1 月の S 型課題実験審査会において第二次
採択となった。
なお、本研究方法で実現可能である最終感度 5 × 10−15 を達成するためには SiC 陽子標的が必須
であり、タイムリーな SiC 標的の実装を目指した研究開発は別途継続したい。
2 研究期間内に何をどこまで明らかにしようとするのか
⃝
革新的な実験方法で µ-e 転換の探索を行い、研究期間内に最初の物理結果を発表する。またこれ
により、LHC のエネルギーを超える物理に関する重要な情報を得る。
なお、本研究が二次採択となったのは 2015 年度なので、研究期間は 2015–2019 年の 5ヶ年である。
3 当該分野における本研究の学術的な特色 · 独創的な点及び予想される結果と意義
⃝
本研究の学術的な特色 · 独創的な点
本研究の独創的な点は、
「µ− をビームラインで引き出してから実験するという常識」を 180 °転換
し、一次陽子標的中に静止した µ− を直接利用して µ-e 転換の証拠を掴む、という斬新な発想にあ
る。本研究は、可能な限り既存施設の活用や他実験計画との協力を目指した、費用対効果費の高
い実験手法であり、高感度の実験を低コスト · 短期間で実現する事が可能である。また、ミュオン
電子転換過程は原子核とミュオンの短距離相互作用による反応であり、原子核は始状態と終状態
で状態が同じままであるコヒーレントな過程が主になる。反応の強度は原子核中の中性子と陽子
の密度分布に大きく依存するため、標的原子核の (Z,N) が変わると大きく変化する。一般的には、
どの原子核がもっとも高感度になるかどうかはモデルによって異なり、逆に特定の原子核では新
物理の効果が現れにくくなる可能性もある。したがって、いろいろな種類の原子核で実験を行う
事が重要である11 。本研究で使用するミュオン原子は炭素やシリコンであり、これらの原子に関す
るミュオン電子転換過程の探索は本研究が初めてとなる。

予想される結果と意義
現在の実験リミットの 10 倍を超える感度で µ-e 転換の探索を行うため、世界に先駆けて µ-e 転換
の信号を発見できる可能性がある。また、信号発見の有無に係らず、MEG 実験の結果と合わせて
考えることによって超対称性などの新しい物理を理解する大きな情報源となる。本研究は数年で
有意義な物理結果を出せるため、ミュオン物理の将来を牽引する有能な若手人材の育成を図る事
ができる。また、本研究の提案に触発されて開発が進行している H ラインは、本研究ばかりでは
なくミュオン g − 2 やミュオン HFS、ミュオニウム-反ミュオニウム転換過程探索実験など、他の
ミュオン基礎物理実験にも活用する事ができる。そのため、本研究を礎としてミュオン基礎物理
分野全体の発展を図る事ができる点でも大変意義深い。多額の費用を費やして建設した J-PARC
からより多くの物理成果を発信するためには、J-PARC 施設の可能性を「骨までしゃぶり尽くし
て」活用する多様な研究計画の展開が重要である。本研究は、そのような試みを代表する事例で
あると考える。

11

R. Kitano et al., Phys. Rev. D 66 (2002) 096002; V. Cirigliano et al., Phys. Rev. D 80 (2009) 013002.
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本欄には、研究目的を達成するための具体的な研究計画 · 方法について、冒頭にその要旨を記述した上で、全体計画と経過及び平成 29 年度
の計画と平成 30 年度以降の計画に分けて、適宜文献を引用しつつ、焦点を絞り、具体的かつ明確に記述してください。ここでは、研究が当
初計画どおりに進まない時の対応など、多方面からの検討状況について述べるとともに、研究計画を遂行するための研究体制についての具
体的な役割（図表を用いる等）及び学術的観点から研究組織の必要性 · 妥当性及び研究目的との関連性についても述べてください。





本研究の手法で µ-e 探索実験を行うためには、1) 高品質パルス陽子ビーム、2) ミュオン回転標的、
3) 大立体角ビームライン、4) 電子スペクトロメータ、が必要である。H ラインが完成し次第開始
する予定のビームタイムでは、まずビームライン調整と装置全体のコミッショニングを行う。実
験装置の性能評価が完了し次第、直ちに物理測定に移行する。物理測定は既存のグラファイト回
転標的で行う。必要ならばさらにビームタイムの延長申請を行い、継続的に物理データ収集と物
理解析を推し進めて物理実験結果を改善して行きたい。SiC 回転標的がインストールされた場合
にはさらなる感度の上乗せが可能となり、最終的には 5 × 10−15 の物理感度達成が可能であると考
える。
実験装置
図 2 に実験装置の全体図を示す。本研究では、J-PARC RCS からの 3 GeV 大強度高品質パルス陽
子ビームを活用する。このパルス陽子ビームをミュオン標的 (陽子標的) に当てることにより、大
量 (1010 /sec) のミュオニック原子が標的中に生成される。µ-e 転換の信号である 105 MeV/c の電
子は、大口径キャプチャソレノイドを持った多目的大立体角ビームライン (H ライン) で輸送して、
スペクトロメータ電磁石と飛跡検出器で運動量を精密に測定する。
高品質パルス陽子ビーム
本実験では、RCS から早い取り出しで 1 パルス当たり 2 バンチの陽子ビームが取り出された後、2
バンチ目から約 300 nsec 待機した後で遅延電子の計測を開始する。遅延電子の計測中に RCS 内部
に残存している (かもしれない) 陽子が取り出されるとバックグランドとなる可能性がある。この
ような陽子を今後は遅延陽子 (Delayed Proton; DP) と呼ぶことにする12 。また、主パルス中に存
在する陽子に対する遅延陽子の比を遅延陽子比 (RDP ) と呼ぶ。本研究では RDP ≪ 10−17 を実現す

図 2: H ラインおよび本実験装置
12

これまでは After Proton と呼んできたがより正しい語感に改善した。

図 3: RCS 取り出し部断面

図 4: BLM 時間スペクトル。横軸の原点は任
意。取り出しタイミングは 0.205×10−3 –0.206×
10−3 s

る必要がある。RCS は、大強度陽子 (1 MW) を発生させる一方で低ビームロスを実現するため、
ビーム取出し部分は空間的に余裕のある設計となっている。RCS リングのコリメータで制限され
る物理アクセプタンス 350 π·mm·mrad に対して、取出しビームライン入口は 1900 π·mm·mrad 以
上の場所にある。この様子を図 3 に示す。取出しキッカーが oﬀ の状態でも取り出されてしまうよ
うなビーム部分はそもそも RCS リングを周回できない。したがって、取出しキッカーが oﬀ の状態
で陽子が取り出されてしまう可能性は理論的にはゼロである。この状況は、MR での遅い取り出
しと決定的に異なる事を強調したい。MR 遅い取り出し部のセプタムはリングの物理アクセプタ
ンスの内側にある。そのため、周回ビームのハローがセプタム部に入射して取出されてしまう可
能性がある。更に、RCS からのビーム取出しは早い取り出しであり、遅延陽子が問題となるタイ
ミングでは RCS リング中にビームは存在しない。一方 MR ではパルス取出し中もリング内にビー
ムが周回している。
遅延陽子のモニター方法
本番の実験では、遅延陽子を測定する方法として以下の 3 方法を併用する。

1. 電子スペクトロメータの高運動量領域を活用した測定、
2. RCS 取り出し部に設置したビームロスモニターでの測定、
3. RCS からの取出し前、ビームがリングを周回しているタイミングでの測定、
方法 1 と 3 は H ライン出口に設置した電子スペクトロメータを併用する方法であり、本番の物理
データを解析する時に実施される。方法 2 に関しては、電子スペクトロメータを建設する前でも
実施できる方法である。以下に、2013 年 5 月までに行った実験の結果をまとめる。
遅延陽子の実測
RCS 取り出し部の真空ダクト外側にビームロスモニター (BLM) を設置し、RCS 取り出しキッカー
が励磁されない状態でも散乱などによって取り出されてしまう陽子の計測を行った。BLM をヒッ
1
トする陽子数と 3NBT へ取出される陽子数の比 (ε) は、G4Beamline を用いた計算から εoﬀ = 39
で
ある。また、2 枚の BLM カウンターの間に 10 cm 厚の鉄を挿入して、BLM 近傍に静止したミュオ
1
に抑えた。RCS からの陽子強度 300 kW で、BLM か
ン崩壊からの低エネルギー (陽) 電子を約 20
らの信号を 700 時間記録した。このデータを解析した結果の BLM 時間スペクトルを図 4 に示す。

Post-Extraction Region
ビームが取出された後のタイミングに、指数関数的に減少する成分が観測できる。この部分の時
間定数はミュオンの寿命にほぼ一致している。10 cm 厚の鉄によるミュオン崩壊電子の抑制が完
全でないことはモンテカルロ計算でわかっているため、この指数関数部分は RCS 取り出し部分で

発生しているミュオン崩壊によるバックグランドであると考えられる。したがって、この成分は
DeeMe 電子スペクトロメータへの電子バックグランドとはなり得ない。ミュオン成分を差引いて
評価した遅延陽子比は RDP < 2.2 × 10−19 である。これにより予想される遅延陽子起源バックグラ
ンド数は 2 × 107 s のビームタイム当たり NDP < 0.02 (90%CL) と十分に小さい。また、指数関数
部分を差し引かずに全て遅延陽子として合算しても NDP < 0.1 (90%CL) と十分小さい。陽子ビー
ムとその他の粒子線 (γ線や 100 MeV 以下の電子、陽電子) を弁別できる検出器を使用することに
より、RDP の上限値はさらに小さくなると予想される。

Pre-Extraction Region
RCS からビームが取出される前のタイミングにも、600 ns 間隔で BLM をヒットする粒子が観測
された (図 4 にはプロットされていない)。これは，RCS を周回している陽子バンチから散乱など
によって陽子が BLM へ散乱された現象であると考えられる。遅延陽子測定方法 3 を用いれば、こ
のヒット数と電子スペクトロメータへのヒット数の比から、実験的に εoﬀ を算出することができ
る。これまでの測定から、Pre-Extraction Region での BLM 計数率は周回陽子ビーム 2.8 × 1015 当
たり 1 ヒットとわかっている。またモンテカルロ計算から、標的へ照射された 3-GeV 陽子あたり
3 × 10−7 の確率で電子スペクトロメータの信号領域に電子がヒットする。これらの数字から、本
番のビームタイム 2 × 107 s あたり、およそ 105 個のイベントが Pre-Extraction Region で電子スペ
クトロメータの信号領域をヒットすると予想される。この部分のイベントは以下の 2 点で重要で
あり、物理データ収集の際にも注意深く記録する予定である。
1. εoﬀ を実験的に評価する、
2. 電子スペクトロメータの運動量アクセプタンスカーブを校正する。
ミュオン回転標的
グラファイトターゲットで物理測定を行った場合、炭素原子の電荷が小さいために µ− と原子核の
波動関数の重なりが小さく、原子核と反応できるミュオンは全体の僅か 8%となる。そこで、本研
究では最終的にターゲットの素材をシリコンカーバイド (SiC) に変更する事を検討している。混合
物に µ− が静止した場合 Fermi-Teller Z Rule によれば、70%の µ− が Si に捕獲されることになる。
ミュオニックシリコン原子における DIO の割合は高々34%なので、平均して 46%の µ− は有効にシ
リコン原子と反応することになる。これはカーボンの 8%と比較しておよそ 6 倍の改善である。ま
た、グラファイトを SiC に置き換える副作用として、表面ミュオンの発生量もおよそ 2 倍になる。
ただし、SiC 回転標的を実現するためには、材料開発、周りへの影響評価、行政手続きなどの制
限から、電子スペクトロメータの完成に十分間に合うスケジュールで完了できる見通しが立って
いるとは言えない。そこで我々は以下の方針を採用している:

1. 電子スペクトロメータの開発に資源を集中し、グラファイト標的で物理測定を開始する。
2. SiC 標的の開発は継続し、適切な時期に SiC 標的へ置き換えてもらうよう施設に働きかける。
なお、グラファイト標的のままでもビームタイムを延長することによって 10−14 台の感度での測定
は可能である。
大立体角ビームライン (H ライン)
陽子標的からは、µ− の崩壊にともなう低エネルギー電子 (Ee < 52.5 MeV/c) やミュオン原子核
捕獲に伴う陽子 · 高速中性子が大量に発生する。これらの粒子から検出器を保護するため、µ-e 転
換によって放出される電子の運動量である 105 MeV/c 近傍だけを選択的に輸送するビームライン
を使用する。統計を稼いで実験精度を上げるためには、ビームラインアクセプタンスを大きくす
る必要がある。H ラインは、大口径キャプチャソレノイドと収束ソレノイドレンズを用いること

によって大立体角 110 msr を達成できる大アクセプタンスビームラインである。双極子電磁石で
ビームを曲げるため、建設コストが相対的に低く抑えられている。
ちなみに、既存 D ラインのアクセプタンスはポイントソースに対しては 30 msr である。しかし
ながら、ミュオン電子転換過程の源であるミュオニック炭素原子は広い範囲に分布するため、ポ
イントソースと見なす事はできない。分布の範囲は概ね直径 60 mm であり、この範囲に分布した
ソースに対する D ラインの平均アクセプタンスは 10 msr しかない。したがって、本研究で究極精
度を目指すためには H ラインの建設は必須である。現在の H ラインの設計では、H1 実験エリア
と g − 2 ビームラインが建設される計画になっている。本研究は H1 実験エリアでの実施を希望す
る。H1 エリアで計画している他の実験との調整はミュオン実験施設も交えて適切に行いたい。例
えば、測定器の入れ替えをスムーズに行なえるような装置設計上の工夫は行なっている。
電子スペクトロメータ
原子軌道上の µ− が崩壊することによって発生する電子
(DIO 電子) の運動量は連続分布をする。最大運動量は µ-e
転換の信号電子と同じだが、高い運動量ほど発生頻度は
急激に低下する。本研究では、p = 105 MeV/c の電子に
対して ∆p = 1 MeV/c (FWHM) の分解能を達成すれば十
分である。また、陽子パルスに同期して飛来する荷電粒子
(プロンプトバースト) がパルス毎に 5 × 108 /200-nsec (プ
ロンプトキッカー無し) あると予想される。本実験で使用
する飛跡検出器は、この高レート入射に耐えた後で遅延
飛来する信号電子を正確に検出しなければならない。これ
らの要求を満たすため本研究では、双極子磁場で偏向され
る電子軌道を高バースト耐性飛跡検出器で精密に測定し、
図 5: 電子スペクトロメータ
そこから運動量を再構築する電磁石スペクトロメータを
建設する。図 5 に電子スペクトロメータ部の G4Beamline
モデルを示す。スペクトロメータ電磁石としては TRIUMF から無償貸与された電磁石（PACMAN
電磁石）を使用する。
ガス飛跡検出器は磁石前に 2 台、磁石後に 2 台設置する。各飛跡検出器の厚みは放射長の 0.05%相
当とし、モンテカルロ計算では多重散乱による効果も考慮している。この厚みは、MEG 実験にお
ける飛跡検出器の厚みの約 2 倍である。リアリスティックなモンテカルロシミュレーションで生成
したイベントを Kalman Filter を用いたトラッキングライブラリ GENFIT(revision 303) を用いて
トラックフィットを行ったところ、トラッキング効率は 90%であった。この効率は物理感度評価で
も考慮されている。モンテカルロシミュレーションによる最適化では、曲げ角 70 度、検出器位置
分解能が 0.3 mm(RMS) のとき、運動量分解能は 0.4 MeV/c (RMS) よりも良い。
物理解析と予想されるバックグランド
物理感度を評価するため、Geant4 のハドロンコード QGSP BERT HP を用いて 3 GeV 陽子から
ミュオニック原子を生成するシミュレーションを平成 24 年度に行なった。なお、QGSP BERT HP
が与えるミュオニック原子収量は、2009 年に D ラインで行ったテスト実験とよく一致している。
また、HARP 実験による低エネルギー π の生成断面積とも無矛盾である事を確認している。その
結果、SiC 回転標的中に生成されるミュオニック Si 原子は 1.1 × 1010 /s、ミュオニック C 原子は
0.5 × 1010 /s である。このミュオニック Si 原子から µ-e 電子を発生させ、G4Beamline で輸送し、
GENFIT でトラックフィットを行った。このようにして得られた運動量スペクトルは、現実的な
ミュオニック原子生成率、現実的な H ライン輸送効率、多重散乱や位置分解能の効果も入った現実
的な運動量測定が考慮されたものである。このようにして得られた予想電子運動量スペクトルを図
6 に示す。102.0―105.6 MeV/c を信号領域とすることにより、1 年間のビームタイム (2 × 107 sec)
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図 6: 予想運動量スペクトル。SiC 標的、RCS
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早い取出し
電磁石ランプダウン

RCS cycle (40msec=25Hz)
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図 7: RCS サイクル

で 2 × 10−14 の単一事象感度 (SiC 標的の場合) を達成することができる。
グラファイト標的での物理感度
グラファイト標的で物理測定を行った場合、ミュオニック原子あたりのミュオン反応効率は約 16 に
なる。その一方で、ミュオニック C 原子の寿命 (2.0 µsec) はミュオニック Si 原子の寿命 (780 nsec)
よりも長いため、物理測定に利用する遅延時間までの生存率はおよそ 2 倍になる。また、低エネ
1
ルギーミュオンの収量が 1.7
となる。その結果、C 標的と SiC 標的の単位ビームタイム当たりの物
理感度の違いはおよそ 5 倍となる。Geant4 と G4Beamline を用いたモンテカルロ計算よれば、グ
ラファイト標的で 1 年間 (2 × 107 sec) 測定を行った場合、1.0 × 10−13 の単一事象感度を達成する
ことができる。これは、軽い核 (Ti) での最新結果に比べて 1 桁以上の改善となる。
バックグランド評価
SiC 標的の場合については、Si や C からの DIO 電子バックグランドも上記と同様にしてリアリ
スティックな評価を行なっている。102.0 MeV/c 以上の領域における DIO 電子スペクトルの量は
2 × 107 sec 当たり 0.09 イベント以下と予想される。ビームバックグランドは、3 GeV 陽子で発生
する即発電子を Geant4 で生成し、これを G4Beamline で輸送、トラックフィットを行った。遅延
陽子比としては、前述した測定の結果を元にして < 2 × 10−19 (90%C.L.) を仮定した。宇宙線バッ
クグランドも同様にして評価した。本研究では 25Hz で取出されるビーム毎に 2 µsec の測定を行う
ため、検出器の duty は 0.00005 である。この duty factor だけ宇宙線バックグランドが抑制される
ため、宇宙線ベトーカウンターを用いる事無く低バックグランドを実現できる。Radiative Muon
Capture は SiC 標的に陽子が衝突することによって生成する不安定核に µ− が捕獲される場合に伴
うバックグランドである。不安定核では、γ 線崩壊を伴うミュオン捕獲反応において娘核の質量が
親核よりも大きくなることがあり、γ 線のエネルギーが 105 MeV を超える可能性がある。もっと
も深刻なのは 26 Al による影響で、2 × 107 s のビームタイム後にはおよそ 2 ppm の 26 Al が生成さ
れていると予想される。
グラファイト標的の場合には Radiative Muon Capture バックグランドはゼロとなる。ミュオン
1
当たりの DIO バックグラントは SiC の 1.8 倍となるが、ミュオン生成率が 1.7
倍となるので打ち消
し合うため、DIO バックグランドは変化しない。他の項目は SiC 標的の場合と同じである。この
ようにして評価したバックグランドを下表にまとめる。
実際の測定では、可能な限りデータを用いてバックグランドの評価を行うことが重要である。
95.0–102.0 MeV/c における DIO 電子スペクトルの形と量から、102.0 MeV/c 以上の領域における
DIO 電子スペクトルの量を評価する。また、この量から標的中に静止した µ− の総量も較正でき
る。ビームバックグランドの評価では RCS パルス陽子ビームの特性を積極的に活用する。図 7 に
J-PARC RCS の運転サイクルを示す。前述したように、陽子パルスの取出しに先立つ 70 µsec を

単一イベント感度
DIO バックグランド
ビームバックグランド
宇宙線ミュオンバックグランド
Radiative Muon Capture

SiC 標的
2 × 10−14
0.09
＜ 0.02
< 0.019
< 0.0009

C 標的
1.0 × 10−13
0.09
＜ 0.02
< 0.019
—

活用すると εoﬀ や運動量アクセプタンスカーブを実験的に評価することができる。電磁石ランプダ
ウンの時間を活用して、宇宙線起源バックグランドの実測も行う。
2 × 107 sec あたり予想されるバックグランドは 0.13 イベント以下と小さい。ビームバックグラ
ンドと宇宙線バックグランドはもっと小さくなる可能性がある。DIO バックグランドも、信号領
域の幅を狭くすることによってもっと小さく抑える事が可能である。
スペクトロメータキャリブレーション
運動量スケールと分解能

H1 エリアへの分岐をする双極子電磁石 (HB2) の直上流、あるいは H1 エリア出口直後に中間標的
を設置し、標的に止まったビーム中の µ+ からの崩壊陽電子をスペクトロメータのキャリブレー
ションに利用する。すなわち、µ+ からのミッシェル陽電子の最大運動量が 52.8 MeV/c になる様に
スペクトロメータを校正する。この校正データとモンテカルロ計算をつきあわせて、105 MeV/c
電子の運動量スケールを校正する。スペクトロメータの計数率や陽電子のエネルギー損失を適切
に調整するため、中間標的のサイズや厚みは最適化する。この運動量校正のためのビームタイム
は数日程度あれば十分な統計量が得られる見込みである。ただし運動量の校正は本測定の前後に
行う必要がある。これは運動量スケールおよび分解能に変化があればそれを把握しておかなけれ
ばならないからである。
Hライン運動量アクセプタンスカーブ
陽子ビームに同期したタイミングで発生する電子の運動量分布は、50 MeV/c 以上ではピークなど
の構造のない、緩やかな傾斜を持ったなだらかな分布であることがシミュレーションにより分かっ
ている。この陽子ビームに同期した電子のうち、スペクトロメータまで到達したものの運動量分
布を測定することで、シミュレーションの分布を元に H ラインの運動量アクセプタンスのキャリ
ブレーションを行うことができる。またシミュレーションによる分布の正当性を実験的に確認す
るために、通常実験の H ラインのオプティクス設定に対してのみでなく、高運動量側、低運動量
側に最適化した設定での測定も必要である。この測定のために、RCS 取り出しタイミングよりも
早い時間に散乱などで取り出されてしまう陽子を活用する。
このような陽子が存在しない可能性もあるが、その場合には加速器側でビーム強度を通常の 10−7
に抑えた運転でのビームタイムが必要である。H ラインオプティクスの設定 1 つ当たり 2.5 時間、
合計 3 つの設定 (通常実験用、高運動量側、低運動量側) に対して 7–8 時間のビームタイムで十分
な統計が得られる見込みである。

これまでの経過
回転標的

2014 年夏にグラファイト回転標的がインストールされ運用が開始された。このグラファイト標的
で物理測定を行っても、SINDRUM-II の最新結果を超える事ができる。
SiC 標的の使用に関しては、中性子標的や電磁石コイル絶縁材料への影響を十分コントロール
するために、第 3 スクレーパーがすでに準備されている。また、室蘭工業大学の OASIS グループ
と共同でコストパフォーマンスの高い SiC/SiC 複合材料の開発を行っている。これらの研究開発

は継続し、適切な時期を見計らってタイムリーに SiC 標的に切り替える提案をしたい。
電子スペクトロメータの開発
本電子スペクトロメータに使用する高バースト耐性
ガス飛跡検出器には、陽子ビームパルスに同期して
大量のプロンプトバーストが入射する。我々は、こ
のプロンプトバーストをやり過ごしてから < 1 µs
以内の時間で通常の運転状態に復帰する特殊なガ
ス飛跡検出器の開発に成功した。本ガス飛跡検出
器は、アノードワイヤーとポテンシャルワイヤーを
0.7 mm 間隔で交互に配置することによりポテンシャ
ルワイヤー電圧でガスゲインをダイナミックに調整
することができる。通常はポテンシャルワイヤーと
アノードワイヤーに同じ電圧を印可しておき、飛跡
を検出したいタイミングの時だけポテンシャルワイ
ヤーの電位を 0 V に落とす。これによって、プロン 図 8: 高バースト耐性ガス飛跡検出器実機
プトバースト耐性を大幅に改善しつつ、アノードワ
イヤーの力学的安定性を向上させ、長期安定運転を可能とした。2014 年 3 月に MLF/D2 で、2014
年 8 月に京大原子炉実験所 (KURRI) で装置試験を行い、バースト後 800 ns で動作可能となって
いることを確認した。また 2015 年 11 月に MLF D2 で行った試験では、長時間安定して運転する
ことにも成功している。
読出しアナログ回路の開発も完了している。ポテンシャルワイヤーへの高電圧パルス印加にと
もなう突入電流の影響により、アナログ回路の動作点が大きく変動してしまうことを突き止め、ト
ランジスターなどの動作点を安定化させるコンデンサーや、DC カットのコンデンサーの容量を増
加させることによって解決した。また、プロンプトバーストによって大量に発生するイオンによ
る 1t テールをポールゼロキャンセル回路によって打ち消すことができることを実証した。これら
の機能を実装した読出し回路プロトタイプを製作して、KURRI などでビームテストを行い、正常
に動作することを確認した。読み出し回路の量産は既に完了している。
ポテンシャルワイヤーへの高電圧パルス印加にともない、アノード信号に 1 MHz 程度の発振現
象が観測された。この周波数は、ポテンシャルワイヤーのインダクタンスと DC カットコンデン
サーの静電容量によって構成される LC 共振回路の特性周波数と一致していた。そこで、ポテン
シャルワイヤーの電位を安定化させる DC カットコンデンサーを 2 nF から 10 nF にしたところ、
この「発振」現象を劇的に抑えることに成功した。最終型では、X 方向 ·Y 方向ともにカソードパッ
ドによる読み出しを採用し、アノードワイヤーに読み出しアンプは接続しない。これに伴い、ア
ノードワイヤーの LC 共振特性をさらに改善した。
磁石前面に配置する MWPC2 台と後面に配置する MWPC1 台の製造は既に終えている。今年度
中に 4 台全数製造と改造を完了する予定である。図 8 に製造した実機を示す。
スペクトロメータ用電磁石として、TRIUMF の PIENU 実験で利用されていた PACMAN 電磁
石を無償借用する契約を大阪大学-TRIUMF 間で締結し、2014 年 8 月に当該電磁石を MLF に搬入
した。また、当該電磁石を MLF で使用するための大阪大学-J-PARC 覚書を締結して、MLF で安
全に実験を遂行できる環境を整え、2015 年 7 月に励磁試験と磁場測定を行った。磁石が安定して
動作することを確認し、測定磁場と Opera-3D による計算磁場の比較を行った。両者はよく一致し
ており、PACMAN 電磁石をスペクトロメータ電磁石として使用できることを確認した。
遅延陽子の測定
ミュオン崩壊を起源とする低エネルギー陽電子が遅延陽子の測定感度を制限しているため、陽電
子と陽子の弁別をおこなうことのできる鉛シンチレータサンドイッチ型の新型モニターの開発を

行った。モンテカルロ計算によれば、これによってさらに２桁ほど感度を向上させることが可能
で、10−20 レベルで遅延陽子の測定を行うことができる。新型モニターは既に RCS 取り出し部に
設置されている。

DAQシステムの開発
本実験では、MWPC からの信号をすべて 100-MHz FADC で記録する。そのための、高コストパ
フォーマンス FADC ボードの開発を行った。ボードからのデータ量を削減するために、非破壊デー
タ圧縮をリアルタイムで行うファームウェアを新規に開発した。物理測定に必要なチャンネル数
(400 チャンネル) の製造はすでに完了している。また、12 台の FADC ボードからネットワークケー
ブルで送出されるデータを効率的に合算するため、高性能ネットワークスイッチの性能評価を行っ
た。最大で毎秒 50 トリガーでもデータ収集が可能であることを実証した。

年次計画
平成 29 年度
詳細は後述するので、ここでは概略のみを示す。まず、これまでに製造したチェンバー 4 台、読
出し回路、FADC システムおよび DAQ システムの全体ビーム試験を行う。ビーム試験は D2 エリ
アを活用して行う。システム試験の一環として、中間運動量領域での DIO 測定も行い、物理成果
を創出する。
H ラインが完成し次第ビームラインコミッショニングとビームチューンを行なう。スペクトロ
メータシステムを H1 実験エリアに設置して実際のビームを用いた装置全体のコミッショニングと
キャリブレーションを行い、問題がなければそのままグラファイト標的による物理データ収集に
移行する。
平成 30 年度以降
データ収集と物理解析を行う。また、実際の実験装置の性能を踏まえた上で、必要ならばビーム
タイムの延長申請や、タイムリーな SiC 標的への移行申請を行い、究極の測定精度を目指したい。

研究が当初計画通りに進まない時の対応
H ライン建設がさらに遅れる場合は、既存の D ラインで µ-e 転換過程の探索予備実験を行うこと
も検討したい。ただし、D ラインのアクセプタンスは H ラインの 10%しかないので、グラファイ
ト標的のまま 2 × 107 sec のビームタイムで達成できる物理感度は高々1 × 10−12 である。この場合
でも現在の上限値 (4.3 × 10−12 ) を若干改善することができる。しかしながらこの場合長期間 D ラ
インを占有することになるため、一般課題プログラムとの両立が困難となると思われる。本研究
を完了するためには H ラインが必須である。

研究体制
本研究は実験方法が独創的 (特殊) なため、加速器やビームライングループと密接に協力すること
が重要である。そこで、専門分野毎にサブグループを構成した上で、全体を統合した研究組織と
する。データ収集が長時間に渡るので、TRIUMF-PiENu 実験や MEG 実験で実績のある遠隔モニ
ターシステムの充実をはかる。また、µ-e 転換の研究を将来さらに発展させるため、科学研究費補
助金で雇用する若手研究者や、院生を研究の主力として活躍させたい。本研究はタイムリーに物
理を出す事ができるため、人材育成の場として大変優れている。詳細に関しては「5 実験組織」で
記述する。

実験組織
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本欄には、本研究を実施する上での共同実験者とそれぞれの役割、特に装置の増設、開発とこれを用いた利用研究支援の体制を含めて、特
に前年度と比較した変更点があれば具体的に記述してください。





前年度と比較した際の大きな違いは、科研費で雇用していた研究者 2 名が他研究機関へ異動した
ことである。なお、検出器や電磁石の開発は既に完了しているためプロジェクト全体への影響は
限定的である。
以下、各共同実験者とそれぞれの役割をまとめる。前年度と比較した主な変更点には下線を記す。
統括
青木正治: 全体統括 (エフォート 70%、残り 30%は大学での講義などに当てられる。)
パルス陽子開発
パルス陽子の開発を行う。遅延陽子比をモニターする方法の高度化も行う。大阪大学や大阪市立
大の大学院生が新型モニター開発とそのデータ解析を担当する。
金正倫計: RCS パルス陽子開発責任者 (エフォート 20%)
長尾大樹 (エフォート 50%): 新型モニター開発、データ解析、ビームダイナミクス解析
山本風海: モニター開発 (エフォート 20%)
サハ・プラナブ: ビームダイナミクス解析 (エフォート 10%)

H ライン開発
H ラインは本研究以外の目的にも使用される汎用設備である。ミュオン科学実験施設側で建設を
行う。
三宅康博、河村成肇、下村浩一郎、パトリック・ストラッサー: H ライン開発グループのエフォー
トに関しては、H ラインが本研究のためだけに開発される訳ではないため、現時点では数値化す
る事は困難である。
ミュオン標的
明午伸一郎: 1 次陽子ビーム設計
牧村俊助: ミュオン標的開発・管理 (エフォート 100%)
電子スペクトロメータ
清矢良浩、山本和弘: 読み出し回路、物理解析 (20%)
手島菜月: 高バースト耐性飛跡検出器 (50%)
三原智: 検出器開発、読み出しエレキ開発 (エフォート 20%)
西口創: 高バースト耐性飛跡検出器、物理解析 (エフォート 10%)
Nguyen Duy Thong: スペクトロメータ開発(20%)

Nguyen Minh Truong: DAQ 開発 (100%)
データ収集・解析
名取寛顕、中津川洋平: データ解析(エフォート10%)
長尾大樹: 物理データ収集、データ解析 (エフォート 50%)
手島菜月: 物理データ収集、データ解析 (エフォート 50%)
他大学院生: 物理データ収集、データ解析 (エフォート 100%)
清矢良浩、山本和弘: データ収集、データ解析 (エフォート 10%)
Doug Bryman、沼尾登志男: バックグランド評価 (エフォート 5%)

Stephan Ritt: データ収集装置開発 (エフォート 5%)

研究経費の概算と内訳
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本欄には、「4 研究計画 · 方法」欄で述べた研究規模、研究体制とこれまでの研究の進行状況を踏まえ、平成 29 年度とそれ以降の研究経費
の概算と内訳を記述してください。また、その妥当性 · 必要性 · 積算根拠についても記述して下さい。





本研究に必要な経費のうち、人件費と H ライン建設費を除いた項目を下表に示す。

スペクトロメータ
電磁石
スペクトロメータ
電磁石電源
電磁石輸送
電磁石改造
磁場測定
飛跡検出器試作
飛跡検出器本作
プリアンプ試作
プリアンプ本作
FADC 本作
HV スイッチ試作
HV スイッチ本作
飛跡検出器架台
校正用標的など
DAQ PC ファーム
DAQ システム
ケーブルなど
物件費小計
旅費

コスト (千円)
0

28 年度まで

5,000

5,000

2,800
3,700
1,000
7,700
30,000
1,500
5,000
5,000
2,000
2,000
1,000
2,000
3,000
1,000
1,000

2,800
3,700
1,000
7,700
30,000
1,500
5,000
5,000
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29 年度

30 年度以降

備考
TRIUMF から借用
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H ラインは本研究のみならず、ミュオニウム HFS 実験、g − 2 実験、ミュオン顕微鏡、さらには
高速ミュオンを用いた将来の研究にも活用できる汎用の施設である。
本研究は H1 エリアで実施する必要がある。
旅費は大阪大学や大阪市立大から J-PARC に長期滞在するためのものである。同時期に 3 名が
滞在するとして、 長期滞在者：
滞在費：8 万円 × 12 月 × 3 人 = 288 万円
交通費：3 万
円 (1 往復) × 6 回 × 3 人 = 54 万円 短期滞在：150 万円
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実験代表者の発表論文リスト

共同研究プロジェクトなので、実験代表者以外であっても本プロジェクトに関連している発表論
文であれば記載する。実験代表者には二重下線を、共同研究者には下線をつける。特に記述が無
い場合には査読付き論文である。

1. “Overview of Lepton Favor Violation Experiments”, M. Aoki, KAON2016: The International Conference on Kaon Physics, Birmingham, UK, 14–17 Sep. 2016. 招待講演
2. “Search for the lepton flavour violating decay µ+ → e+ γ with the full dataset of the MEG
experiment”, A.M. Baldini, S. Mihara, H. Nishiguchi そのほか 81 名, Eur. Phys. J. C76
434 (2016).
3. “DeeMe — Search for Muon-Electron Conversion in Nuclear Field by using High-Purity
High-Power Pulsed Proton Beam from J-PARC RCS”, M. Aoki on behalf of DeeMe Collaboration, NuFact15: XVII International Workshop on Neutrino Factories and Future Neutrino
Facilities, Rio de Janeilo, Brazil, 10–15 Aug. 2015. 招待講演
4. “Improved Measurement of the π → eν Branching Ratio”, A.A Aguilar-Arevalo, M. Aoki,
D. Bryman, Y. Igarashi, T. Numao, その他 21 名, Phys. Rev. Lett. 115, 071801 (2015).
5. “Detector for measureing the π + → e+ νe branching fraction”, A.A. Aguilar-Arevalo, M. Aoki,
D. Bryman, Y. Igarashi, T. Numao, その他 22 名, Nucl. Insturm. Methods Phys. Res. A
791, 38–46 (2015).
6. “Present Status of Muon Production Target at J-PARC/MUSE”, S. Makimura(1 番目 ),
N. Kawamura(2 番目 ), K. Shimomura(15 番目 ), P. Strasser(16 番目 ), M. Aoki(17 番目),
Y. Nakatsugawa and Y. Miyake(19 番目), その他 12 名, JPS Conf. Proc. 8 051002 (2015).
7. “Present Status of the Materials & Life Science Experimental Facility of J-PARC”, M. Arai,
Y. Miyake(6 番目), その他 19 名, JPS Conf. Proc. 8 036021 (2015).
8. “Precise Measurement of Muonium HFS at J-PARC MUSE”, H.A. Torii, M. Aoki, N. Ka
wamura, Y. Miyake, K. Shimomura , P. Strasser , その他 33 名, JPS Conf. Proc. 8 025018
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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=
=
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=
=
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=
=
=
=
=
=
=
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=
=
=
=
=
=
=
=
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=
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=
(2015).
9. “ミュオン · 電子転換過程探索実験 —DeeMe—”, M. Aoki, N. Kawamura, M. Kinsho, S. M
akimura, S. Mihara, Y. Miyake, H. Nishiguchi, S. Pranab, Y. Seiya, K. Shimomura, P. Str
asser, K. Yamamoto, K. Yamamoto, その他 22 名, 第 6 回 Muon 科学と加速器研究, RCNP,
5–7 Jan. (2015). 招待講演
10. “物質の起源を探求する —素粒子物理学の発展—”, M. Aoki, OASIS 講演会, 室蘭工業大学,
2014 年 11 月 8 日. 招待講演
11. “H line; a beam line for fundamental physics study”, N. Kawamura, A. Toyoda, M. Aoki,
K. Shimomura, T. Mibe, Y. Nakatsugawa, M. Otani, N. Saito, Y. Miyake, J. Phys. Conf.
Ser. 551 012065 (2014).
12. “Current status of the J-PARC muon facility, MUSE“ Y. Miyake(1番目), N. Kawamura, P.
Strasser, S. Makimura, その他 30 名, J. Phys. Conf. Ser. 551 012061 (2014).

13. “Measurement of indirect CP -violating asymmetries in D0 → K + K − and D0 → π + π −
decays at CDF”, T. Aaltonen, Y. Seiya, K. Yamamoto et al. (CDF Collaboration), Phys.
Rev. D 90 111103-R(8) (2014).
14. “Precise Measurement of the Neutrino Mixing Parameter θ23 from Muon Neutrino Disappearance in an Oﬀ-Axis Beam”, K. Abe, Y. Seiya, K. Yamamoto et al. (T2K Collaboration),
Phys. Rev. Lett. 112 181801(8) (2014).
15. “The H line: a brand new beam line for fundamental physics at the J-PARC muon facility”,
N. Kawamura, M. Aoki, S. Mihara, Y. Miyake その他 3 名, J. Phys.: Conf. Ser. 408, 012072
(2013).
16. “RCS からのパルス陽子ビームを活用したミュオン電子転換過程の探索実験 (DeeMe)”, M. Aoki
on behalf of DeeMe Collaboration, 第 5 回 Muon 科学と加速器研究, KEK, 6–8 Nov. (2013).
招待講演
17. “Measurement of Neutrino Oscillation Parameters from Muon Neutrino Disappearance with
an Oﬀ-Axis Beam”, K. Abe, Y. Seiya, K. Yamamoto et al. (T2K Collaboration), Phys.
Rev. Lett. 111 211803(7) (2013).
18. “New constraint on the existence of the µ+ → e+ γ decay”, S. Mihara, H. Nishiguchi, (MEG
Collaboration), Phys. Rev. Lett. 110 201801 (2013).
19. “Charged Lepton Flavor-Violation Experiments”, S. Mihara, J.P. Miller, P. Paradisi, G. Piredda,
Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. 63 531-552 (2013).
20. “An experimental search for muon-electron conversion in nuclear field at sensitivity of 10− 14
with a pulsed proton beam”, M. Aoki and DeeMe Collaboration, AIP Conf. Proc. 1441,
599 (2012).
21. “Search for neutral Higgs bosons in events with multiple bottom quarks at the Tevatron”,
T. Aaltonen, Y. Seiya, K. Yamamoto et al. (CDF Collaboration), Phys. Rev. D 86
091101(11) (2012).
22. “First muon-neutrino disappearance study with an oﬀ-axis beam”, K. Abe, Y. Seiya, K. Y
amamoto et al. (T2K Collaboration), Phys. Rev. D 85 031103-R(8) (2012).
23. “MUSE, the goddness of muons, and her future”, R. Kadono and Y. Miyake Rept. Prog.
Phys. 75 026302 (2012).
24. “New limit on the lepton-flavor-violating decay µ+ → e+ γ”, S. Mihara, H. Nishiguchi その
他 64 名, Phys. Rev. Lett., 107, (2011).
25. “Prospects for CLFV experiments”, S. Mihara, NuFACT 11 XIIIth International Workshop
on Nutrino Factories, Super beam and Beta beams, CERN/UNIGE, 1-6 Aug., (2011). 招待
講演
26. “ミュオン · 電子転換過程探索実験”, 青木正治, めそん 32, 26–33 (2010). 原稿依頼
27. ”Rare Decays”, M. Aoki, ワークショップ “Precision Tests of the Standard Model”, ECT*,
Trento, Italy, 8–12 Nov., 2010. 招待講演

28. “Magnetic Field Measurement of Large Aperture FFAG Magnet for Muon-Phase-Rotation
Ring”, Y. Arimoto, M. Aoki(5 番目), その他 9 名, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect.
B 268, 200–208 (2010).
29. “Measurement of the K + → π + νν branching ratio”, S. Adler, M. Aoki, その他 78 名, Phys.
Rev. D 84, 052003(40) (2008).
30. “Decay-Mode Tagging in a Plastic Scintillator Using COPPER 500MHz FADC”, K. Yamada,
M. Aoki, その他 8 名, IEEE Transactions on Nuclear Science 54, 1222–1226 (2007).
31. “Development and performance of resistive seamless straw-tube gas chambers”, Y. Takubo,
M. Aoki, その他 11 名, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A 551, 271–284 (2005).
32. “Search for right-handed currents in the decay chain of K + → µ+ νµ , µ+ → e+ νe ν µ ”,
M. Aoki(1 番目), T. Yamazaki, J. Imazato, その他 8 名, Phys. Rev. D 50, 69–91 (1994).
“New monochromatic muon beam channel using two body decay K + → µ+ ν at rest in a
production target”, K.H. Tanaka, M. Aoki(9 番目), その他 9 名, Nucl. Instrum. Methods
Phys. Res., Sect. A 316, 134–142 (1992).

平成 29–30 年度研究計画
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* 様式は自由とする。ただし、次の内容について、必ず言及すること。
【平成 28 年度までの活動報告】
1. 研究の進捗状況及び研究成果
2. 実験費の使用状況
3. 旅費の使用状況
【平成 29 年度からの研究計画】

1. 年次計画の変更の有無 (変更がある場合には変更の内容)
2. ビームタイム利用計画
3. 要求するビームタイム
4. 実験費と旅費の要求額





平成 28 年度の活動報告

1. 研究の進捗状況及び研究成果
H ラインが完成していないので µ-e 転換の物理測定を開始することはできなかった。1 日も早い H
ラインの完成を待ち望んでいる。
H ライン完成後の研究をより効率的に推進できるようにするため、京都大学原子炉実験所 · 電子
ライナック共同研究 (計 2 週間) や J-PARC MLF ミュオン一般課題 (計 4–5 日) のビームタイムな
どを活用して、検出器の性能改善や物理解析の準備などを行なった。本年度は主に以下のような
進展を見た:
1. PACMAN 電磁石磁場の詳細解析、
2. 高バースト耐性飛跡検出器の最適化、
3. 遅延陽子測定の高度化、
4. DIO スペクトル測定実験の準備。
以下で詳細に説明する。

PACMAN電磁石磁場の詳細解析
スペクトロメータ電磁石として使用予定の PACMAN 電磁石
は、TRIUMF から無償で貸与を受けて輸入した物品である。
図 9 に PACMAN 電磁石の写真を示す。本研究では 1.0%以下
の運動量分解能を達成する必要がある。一般的には、Opera-3D
などによって計算した細かいメッシュ間隔の計算磁場マップを
使用した方がより高い運動量分解能を達成できる場合が多い
と言われている。しかし正確な運動量測定のためには、磁極鉄
材の B-H 特性や設計にない磁極の歪みなどを正確に計算モデ
ルに組み込む必要がある。当該電磁石は設計が古いため磁極材
料のミールシートなどが失われており、計算磁場と実際の測定
磁場を精密に比較する必要がある。そのための磁場測定は平成
27 年度に行なわれた。今年度は、この測定磁場をさらに詳細
に解析することにより、H ラインにおける本格的な µ-e 転換過
程探索のためのデータ解析に備えた。

図 9: PACMAN 電磁石

磁場測定の際のプローブの位置のズレなどを正確に補正
して計算磁場と比較したところ、磁極端のフリンジ部分で
どうしても消えない磁場分布の違いが残った。PACMAN
電磁石本体を調査し、上部磁極と下部磁極が水平方向に
9.7–12.2 mm ずれていることを見出した。当該電磁石は
厚みの薄い C 型形状をしており、また磁極部分を直接支
える柱構造を持たないため、ヨーク部分でねじれている
と思われる。Opera-3D 計算モデルに実測した磁極位置の
ずれを導入したところ実測磁場を再現することができた。
図 10 に磁極中間面上で両者を比較した結果を示す。磁石
水平面上にあって磁極端に直交する軸を磁石 Z 軸、垂直
上向きを磁石 Y 軸、Z と Y に直行する方向を磁石 X 軸と
する。磁場の主成分は Y 方向にある。この図に示す計算
モデルでは磁極位置のズレを考慮している。X 方向成分
で計算磁場と実測磁場にまだ食い違いが見られるが、そ
1
の大きさは高々5 × 10−4 T (Y 方向主成分の 1000
以下) で
ある。Z 方向磁場は、上下磁極にずれがなければいたる
ところで BZ = 0 のはずであるが、上下磁極のずれによっ
て磁極端部分に特徴的な構造が現れている。計算磁場は
この構造をよく再現できている。なお、運動量解析で重
要な磁場主成分 (BY ) は実測磁場と計算磁場で大変よく
一致している。
このような比較的大きな磁極のずれは機械的に修正す
ることが望ましいが、PACMAN 電磁石の構造上必ずし
も修正作業が成功するとは限らない。そこでまず、この 図 10: 実測磁場 (赤点) と計算磁場 (黒
ずれが運動量測定に与える影響を評価した。磁極のずれ 点) の比較。詳細は本文を参照のこと。
を考慮したモンテカルロ生成事象に対して磁極のずれを
考慮しない磁場マップで運動量解析をおこなったところ、運動量分解能に大きな変化は見られな
かったものの、運動量解析効率が 70%に悪化した。磁極のずれを考慮した磁場マップで運動量解
析を行えば、解析効率は標準 (90%) まで回復することも確認した。磁極間を通過する荷電粒子へ
の BL 積は主に BY 成分で決定されるため、上下磁極のずれによって生じる Bx や Bz 成分が運動
量解析に与える影響は限定的であると考えられる。
以上の解析から、PACMAN 電磁石は現状のままで物理測定に充分使用できることを確認した。
本物理データの解析では、上下の磁極位置を現実に合わせてずらした磁場マップを使用する。
高バースト耐性飛跡検出器の最適化
前年度に行なった HV スイッチング方法の変更によって、高バースト耐性飛跡検出器は長時間安
定動作するようになった。2015 年 11 月の MLF におけるビームテストでも安定動作することが実
証された。ビームタイム後に取得データの解析を行なった結果、ガスゲインが十分ではない可能
性が示唆された。この時の高電圧は 1450 V であった。
そこで、55-Fe チェッキングソースを用いたベンチテストを行なった。図 11 に 55 Fe による信号
強度分布を示す。アノード電圧 1450 V では目的としたガスゲインに数倍程度足りない。そこで高
電圧を 1650 V まであげることとし、2016 年 5 月に京都大学原子炉実験所の電子ライナックでビー
ムテストを行なった。図 12 に電子ビームによる信号強度分布を示す。1650 V にておいて十分な
ガスゲインが得られることを確認した。ただしこの時は十分なビームタイムがなかったため読み
出し回路を適切に調整することができず、高電圧スイッチング後に読み出し回路の出力が落ち着
くまでのデッドタイムが大きな値 (2.5 µs) のまま実験を行なった。ビームテスト後に行なった計

図 11: 高バースト耐性飛跡検出器で観測し
た 55 Fe チェッキングソースによる信号 (赤)
とペデスタル (灰色) の強度分布。アノード
電圧は 1450 V。電子による信号強度は 55 Fe
による信号強度の 12 となる。

図 12: 高バースト耐性飛跡検出器で観測した
電子ビームによる信号の強度分布。アノード
電圧は 1650 V。黒線は飛跡検出器のみから
の信号分布、赤線は外付けのプラスチックシ
ンチレーションカウンターに同時計測があっ
た場合の分布である。

算機シミュレーションによる最適化から、デッドタイムは 1 µs 以下に短縮出来ると期待される。
遅延陽子測定の高度化
すでに説明したように、RCS 取り出し部に設置したビームロスモニターによる測定から、ミュオ
ン崩壊によるビームロスモニターへの影響を差し引いて計算した遅延陽子率は RDP < 2.2 × 10−19
であった。差し引きを行わない場合には RDP < 1.1 × 10−18 である。ビームロスモニターで観測さ
れたミュオン寿命と同じ時定数を持つ成分が本当にミュオン崩壊由来であるかどうかは未確認で
あった。差し引きを行わない数字を使用した場合の遅延陽子起源バックグランド予想は NDP < 0.1
(90%CL) である。この値は充分小さいが、遅延陽子率を測定する手法の不定性などを考えるとさ
らに改善する必要があった。
平成 26–27 年度にビームロスモニターを改良し、
鉛とプラスチックシンチレータを積層する構造に
よって 50 MeV/c 以下のエネルギーをもったミュオ
ン崩壊電子と高エネルギー陽子を弁別できるように
した。モンテカルロ計算による性能評価では、陽子
s
2µs
に対する検出効率を 90%以上に保ったまま陽電子
3 hits
に対する検出効率を 4 桁以上抑えることが可能であ
time [µs]
る。2016 年 2–3 月に長期間データ収集を行い、図
13 に示す時間スペクトルを得た。ミュオン由来と思
われる指数関数分布成分を大幅に抑制することに成 図 13: 改良型 BLM による遅延陽子の時間ス
功し、遅延陽子率として RDP < 3.4 × 10−19 を得た。 ペクトル

DIOスペクトルの測定実験
測定器の開発は一通り完成したものの、H ラインの
完成が遅れているため µ-e 転換過程探索のための物理データ収集を開始することができなかった。

この状況は平成 29 年度も続く可能性がある。そこで、開発した測定器を活用してタイムリーに成
果を創出するため、D2 エリアで DIO スペクトルを測定する実験を行うこととした。平成 28 年度
は実験のデザインを行い、ミュオン一般課題として申請をして審査の結果 2 日間のビームタイム
を認められた。ビームタイムは 2016 年 3 月のため、本研究計画書を執筆している時点ではまだ実
験は行われていない。この DIO スペクトル測定実験に関しては平成 29 年度研究計画に記す。

2. 実験費の使用状況
装置建設費は全て科研費基盤 (S) で賄われた。詳細は「6 研究経費の概算と内訳」で説明した通り
である。
3. 旅費の使用状況
実験代表者の旅費の一部は KEK 旅費からサポートされた。他メンバーの実験旅費の大部分は科研
費基盤 (S) で賄われた。今年度末までの見込みも含めた旅費の使用状況（予想）を下表に示す。
項目
実験代表者
実験代表者
メンバー
メンバー
メンバー

日数概算
7
7
7
4
7

回数
12
6
のべ 15
のべ 10
のべ 5

小計 (千円)
800
400
800
800
1500

財源
KEK
科研費
科研費
科研費
科研費

備考
実験準備
実験準備、ビームテスト
実験準備、ビームテスト
学会発表
国際会議発表

平成 29 年度の研究計画
概要

H ラインの完成が遅れており、平成 29 年度にも µ-e 転換過程探索測定を開始できない可能性があ
る。検出器システムはひととおり完成しており、装置を使用せずに保管しておくのは無駄である。
何らかのビーム測定を通して検出器システム全体のコミッショニングを推し進め、いつ H ライン
が完成しても速やかに物理測定に移行できるように準備しておく事が重要と考える。
そこで、D2 エリアなどを活用した関連物理の測定実験を推進することとする。これにより、飛
跡検出器 (MWPC) 本作 4 台と読出し回路、DAQ を組み合わせた一体のシステムとしての動作試
験、MWPC データから運動量解析を行う解析プログラムやツールの開発も行うことができる。こ
のようにして、H ラインにおける µ-e 転換電子測定実験のスピーディーな立ち上げと速やかな成
果創出につなげたい。なお、D2 エリアにおける実験では、一般課題としてビームタイムを申請し
ている。
このようにして実験準備を進めつつ、H ラインが完成し次第飛跡検出器を PACMAN 電磁石に
アッセンブルして H ライン実験エリアに設置し、H ラインコミッショニングとスペクトロメータ
コミッショニングを行い、遅滞なく速やかに物理測定に移行したい。
PACMAN電磁石磁場がµ-e転換過程探索に与える影響の評価
すでに述べた通り、PACMAN 電磁石の上下磁極位置がずれている現象に関してはモンテカルロ計
算から運動量分解能には影響がない事がわかっている。ただしこれは、解析運動量と真の運動量
の差分分布をガウス分布近似することによって得られた結果である。高運動量側にガウス分布で
は説明できない高頻度で解析ミスが発生する可能性は否定できない。圧倒的多数の DIO 電子から
発生するこのような高運動量テール成分が µ-e 転換過程探索に与える影響は無視できない。平成
28 年度に行なったモンテカルロ計算による評価をさらに高度化し、DIO バックグランドが高運動
量領域に漏れ混む可能性を詳細に検討する。磁極のずれや、いまだ理解できていない微小な実測
磁場と計算磁場のずれが、µ-e 転換探索実験に及ぼす影響を高統計で検討する。

高バースト耐性飛跡検出器のデッドタイム短縮
読み出し回路の時定数を最適化して、デッドタイムを 1 µs 以下に短縮する。HV スイッチングに伴
う飛跡検出器の動作を計算機シミュレーションにモデル化することは単純ではなく、パルスビー
ムを用いたビームテストを繰り返す必要がある。これまでも使用してきた京都大学原子炉実験所
の電子ライナックを引き続き活用して、本実験に向けて装置を高度に最適化する。なお、現状の
デッドタイム (∼ 1 µs) であっても後述する DIO 測定には全く問題はない。本実験においても、統
計誤差が悪化するだけの影響なので、現時点であっても H ラインさえ整備されればすぐに測定を
開始することは可能である。

D2エリアにおけるDIO測定
DIO により発生する電子は µ-e 転換過程探索において最大のバックグランド源であり、DIO 電子
の運動量スペクトルを理解することは極めて重要である。これまで用いられてきた Watanabe に
よる理論計算スペクトルに対して、Czarnecki らによる原子核の反跳を考慮したスペクトルではシ
グナル領域でスペクトル強度が小さくなると予想されている (図 14 参照)。そのため、DIO バック
グラウンドはこれまでの見積もりよりも小さくなる可能性がある。DIO スペクトルを実験的に検
証することは、µ-e 転換過程探索本実験における DIO バックグラウンド評価の信頼性を増す上で
大変意義深い。
Watanabe スペクトルと Czarnecki スペクトルは 50–70 MeV/c で違いが最も大きいと予想され
る。そこで、この運動量領域で DIO スペクトルを測定し、どちらの理論予測が正しいか検証する
実験を実施する。図 15 に D2 エリアに設置する装置レイアウトを示す。PACMAN 電磁石は D2 エ
リアに設置するには巨大すぎるので、ミュオングループが所有する小型のセクター電磁石を使用
する。炭素をミュオン静止標的とした実験は 2016B0277 として 2016 年 3 月にビームタイムを取得
済みである。SiC をミュオン静止標的とすることにより、2016B0277 とは異なる系統誤差で DIO
測定を行う実験も 2017A 期のビームタイムに申請している。これらの DIO 測定実験は、飛跡検出
器、読み出し回路、DAQ のシステム一式の動作試験にもなっている。また、本実験と同程度の本
格的な運動量解析を行う必要があるため、解析コードや手法を開発し、ノウハウを蓄積すること
ができる。このようにして、検出装置のコミッショニングを進めながら関連物理での実績を積み

図 14: 炭素ミュオン原子からの DIO に
よる電子運動量の理論計算スペクトル。赤
線:Watanabe スペクトル、青線:Czarnecki ス
ペクトル。Watanabe と Czarnecki の比をイ
図 15: D2 エリアにおける DIO 測定実験の
ンセットに示す。
配置。

上げ、H ラインにおける µ-e 転換過程の測定に準備万端で望めるように準備を行う。

1. 年次計画の変更の有無 (変更がある場合には変更の内容)
H ライン完成が遅延していることに伴い、計画全体も遅延している。そこで前述した通り、D ラ
インで補助的な物理測定を実施して装置一式のコミッショニングを行いながら物理成果を創出し
て行く、というバックアップ計画に本格的に取り組むことにした。
なお、µ-e 転換過程を遂行するためには H ラインの早期完成が必須である。
2. ビームタイム利用計画
H ラインが完成するまでは、主に D ラインを用いた予備的な物理測定を推進する。D ライン使用
にあたっては、その都度一般公募実験申請を行なってビームタイムを確保する予定である。
H ラインが完成し次第、直ちに利用を開始したい。ビームラインコミッショニングなどにも積
極的に参加するつもりである。
3. 要求するビームタイム
炭素標的からの µ-e 転換過程探索実験で有為な成果を創出するためには、H ラインにおいて、RCS
1 MW 運転に換算して 2 × 107 s のビームタイムが必須である。H ラインの早期完成を強く希望する。
4. 実験費と旅費の要求額
科研費基盤 (S) で行っていた測定器の建設はほぼ完了した。研究計画の遅延に伴い、科研費を平
成 29 年度に繰越す予定である。繰り越された科研費は DIO 測定のための消耗品購入などに使用
する予定である。検出器も完成し、平成 29 年度からは D2 エリアでの測定も本格化させたい。そ
こで、実験準備やビームタイムなどのために長期間 J-PARC に滞在する人員の増員を検討してい
る。長期滞在費や交通費への全部または一部のサポートなどをお願いしたい。常時 3 名が滞在し、
1ヶ月に１回程度所属機関と往き来すると仮定して、総額 500 万円程度を補助していただけるとあ
りがたい。
また、実験に必要な以下のインフラサービスを要望する。
1. 電力
(a) 電磁石：45kVA
(b) データ収集装置：40kW
2. 冷却水
(a) 電磁石電源：27L/min
(b) 電磁石：40L/min
3. ネットワーク (KEKCC へのデータ転送)

