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京都大学、東京工業大学、国立
天文台の研究者からなるチームは、
２００５年９月に発生した、これま
でで最も遠いガンマ線バーストの、
すばる望遠鏡で取得した光学スペク
トルを解析して宇宙初期の物理状態
を調べた結果、宇宙は誕生後わずか
９億年という時代ですでに電離して
いたことを世界で初めて明らかにし
ました。
宇宙はおよそ 140 億年前、熱い火
の玉として誕生しました。誕生直後
の宇宙はとても熱く、原子核と電子
はバラバラに存在していました〔荷
電粒子（＝イオン）に電離した状態〕。
その後、膨張とともに宇宙の温度
は下がっていき、宇宙誕生後およそ
30 万年頃には温度が約 3 千度まで
下がり、水素原子核（＝陽子）と電
子が結合して水素原子となって宇宙
が中性化したと考えられています。
しかし、現在の宇宙では、宇宙に
存在する通常物質の大半を占める銀
河間空間の水素は原子核と電子に電
離されていることがクエーサーの観
測から分かっています。これは、一
度は中性になったはずの宇宙が、ど
こかの時点で再び電離したことを示
しています。これは「宇宙の再電離」
と呼ばれ、現代宇宙論の大きな謎の
一つです。宇宙初期に誕生した星か
らの紫外線で電離されたとする説も
ありますが、いつ、どのように再電
離が起ったのか、まだ良く分かって
いません。
クエーサーの観測から、誕生後
10 億年以降は宇宙は電離している
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友則

ことが分かっていますが、この時代の
宇宙の電離度は過去に向かって急激に
下がっていることも知られています。
従って、誕生後 9 億年頃が宇宙の再電
離の重要な時代であり、この頃の宇宙
はあるいは中性になっているのではな
いかとも言われてきました。しかし誕
生後 10 億年より前ではクエーサーを

図１ 発生 3 日後に撮影したガンマ線バーストの
可視光残光。銀河間空間にある中性水素ガスによ
る吸収のため、波長 7200 ～ 8600 Åの Ic バンド
では見えず、8500 ～ 9800 Åの z' バンドだけで
見えています。下の図は対応するスペクトルで、
9000 Å付近で吸収のためにスペクトルが大きく変
化しています。この変化の度合いを理論モデルと
比較することで中性水素の量が測定できます。
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用いた方法が使えなくなるため、
正確な測定はできませんでした。
この状況を打破する可能性とし
て世界中の研究者が期待していた
のが「ガンマ線バースト」を用い
る方法です。ガンマ線バーストと
は、超新星のように、太陽よりずっ
と重い星が終末に迎える重力崩壊
によって引き起こされる宇宙最大
の爆発現象で、極めて明るいため、
非常な遠方すなわち初期の宇宙で
発生しても観測可能です。このた
め、「ガンマ線バーストを用いた
初期宇宙の研究」は、宇宙論研究
の次のフロンティアとして世界的
に大きく期待され、実現へ向けて
激しい競争が繰り広げられていま
した。
2005 年 9 月 4 日に発生したガ
ンマ線バーストは、宇宙誕生後 9
億年という、これまでで最も遠く、
宇宙誕生後 10 億年の壁を初めて
破ったガンマ線バーストです。こ
のガンマ線バーストの光学スペク
トルを日本のすばる望遠鏡で取得
し、距離を正確に決めたのは東京
工業大学の河合誠之教授を中心と
する研究グループの成果で、2005
年秋に大きく報道され、科学誌ネ
イチャーにも掲載されました。
研究グループは引き続き、この
ガンマ線バーストから具体的な宇
宙初期の情報を引き出すため、筆
者を中心として詳細なデータ解析
と理論的検討を進めてきました。
そして、誕生後 9 億年で、宇宙は
すでに電離していることを突きと
めました。
これは、今までクエーサーに
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より情報が得られていた時代をさらに
遡るもので、ガンマ線バーストによる
初期宇宙の研究の威力を証明するとと
もに、電離源である宇宙初期の天体形
成を探る上でより強力な手がかりを与
えるものです。さらに、世界的な競争
になっていた状況で、スペクトルの取
得からデータ解析、初期宇宙の情報の
導出にいたるまで、すべて純粋に日本
のチームによって行われたことで、日
本の天文学の存在感を世界に大きくア
ピールしました。今後、さらに多くの
遠方のガンマ線バーストからより詳し
い宇宙再電離の過程が解明されると期
待されますが、本研究はその先駆けと
なるでしょう。
この成果は 2006 年 6 月 25 日発行の
「日
本天文学会欧文研究報告」58 巻 3 号に
掲載されています。
この研究に参加した研究者（論文の著
者順）
戸谷 友則
（京都大学 理学研究科 助教授）（代表）
河合 誠之
( 東京工業大学 理工学研究科 教授）
小杉 城治
（自然科学研究機構 国立天文台 助教授）
青木 賢太郎
（自然科学研究機構 国立天文台 研究員）
山田 亨
（自然科学研究機構 国立天文台 助教授）
家 正則
（自然科学研究機構 国立天文台 教授）
太田 耕司
（京都大学 理学研究科 助教授）
服部 尭
（自然科学研究機構 国立天文台 研究員）

ニュース

元 21COE ポスドク（固体量子物性研究室卒業生）の
出口和彦氏が井上研究奨励賞受
固体量子物性研究室卒業生で 21 世紀 COE ポスドクも勤めた出口和彦氏（現・

ニュース； 出口和彦氏が井上研究奨励賞受賞

名古屋大学助手）が第 22 回（平成 17 年度）井上研究奨励賞を受賞されました。
この井上研究奨励賞（Inoue Research Award for Young Scientists）は理学、
医学、薬学、工学、農学等の分野で過去 3 年の間に博士の学位を取得した若
手研究者を対象とする賞で、特に優れた博士論文 30 本に対して送られます。
非常に大雑把に言えば「日本の理系博士論文ベスト 30」となるかもしれません。
博士課程や PD の方々にとっては、知っておいて損のない賞だと思います。
出口氏の研究「スピン三重項超伝導体 Sr2Ru04 の超伝導ギャップ構造の完全決
定」については COE News Letter 第 3 号に詳しく解説されていますが、ここ
でも少し紹介しましょう。超伝導になった電子の状態は試料全体で一つの波
動関数で書けてしまいます。この
超伝導の波動関数ですが、従来は
等方的なものだけが考えられてい
ました。これは s 波と呼ばれており、
原子中の電子の s 軌道を思い起こ
させます。しかし、原子軌道にも p
や d といった別の対称性を持つ軌道
があるように、超伝導波動関数にも
p 波とか d 波といったものが存在す
ることがわかってきました。出口
氏の研究対象であったルテニウム
酸化物 Sr2Ru04 はまさにこの p 波超
伝導体であることがほぼ明らかに
なっていましたが、当時はその波
図 1：授賞式の日にご家族と

動関数の具体的な形はよくわかって
いませんでした。
出口氏は磁場方向を 3 次元的に精密
制御できる「ベクトルマグネット」
と高精度な比熱測定装置を用いて、
Sr2Ru04 の超伝導状態での比熱の磁場
方向依存性を測定しました。磁場方
向を変えながら比熱を測ると、超伝
導波動関数の形を反映して比熱に非
常に小さな振動が見られます。その
振動の形・振幅などを詳細に観測し
ていくことで、波動関数の形を決定
することに成功したのです。この研
究結果は、いろいろなモデルが考え
図 2：出口氏が実験によって決定した Sr2RuO4 られていた Sr2Ru04 の超伝導波動関数
の超伝導ギャップ（波動関数）。3 つの円筒状 についての議論を決着させただけで
フェルミ面にそれぞれ方向依存性のある超伝導 なく、この超伝導についての更なる
研究の礎にもなる非常に重要なもの
ギャップができている。
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です。
受賞について出口氏にお話を伺ったところ、「受賞が決まったときは、素直
に嬉しかったです。この研究で一番苦労したのは実験のアイデアです。銅酸
化物高温超伝導体で編み出された手法の適用できる実験は大体やりつくされ
ていましたから。そんな中でも Sr2RuO4 の超伝導対称性というテーマに自分な
りに一つの答えを出したところが評価して頂けたのではと思います」とコメ
ントをいただきました。
出口氏は筆者の研究室の先輩で実験の師匠でもありますが、装置の立ち上げ
から含めると 2 年以上もかけてこの研究を作り上げていた姿が非常に印象に
残っています。その努力とアイデアが見事に結実したことを心からお祝いす
るとともに、後に続けるような研究をしようと決意を新たにしているところ
です。
井上財団 URL http://www.inoue-zaidan.or.jp/
固体量子物性研究室 D2 米澤進吾

研究室紹介

ビーム物理学分科
（化学研究所粒子ビーム科学研究領域）
化学研究所

野田 章

研究室スタッフ
教授

野田章、 助教授

岩下芳久、 助手

白井敏之

研究室紹介；

ビーム物理学分科

はじめに
加速器は素粒子・原子核物理学の研究手段として開発され、現在も Higgs 粒
子の探索やニュートリノ振動等の素粒子物理学の最先端の研究の有効な手段
として活用されていることは周知の事実です。我々の研究室は、こうした加
速器で扱われるビームそのものを研究の対象として捉え、エミッタンスやエ
ネルギー拡がり等のビームの特性の改善を図る為の手法として、位相回転や
ビーム冷却に取り組んできました。またリニアコライダーに向けた永久磁石
を用いた強力なビーム収束の手法や加速器の小型化を通じて、がん治療等の
医学利用や汎用小型中性子源の開発等の加速器ビームの応用の広範な普及の
道も追求してきました。ここではその概要を紹介します。

レーザープラズマ相互作用による高効率加速
加速器により加速可能な粒子ビームのエネルギーは近年急速な進展を遂げ、
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約 6 年に一桁の割合で増大を続けてきています。コライダーの概念の提唱に
より、飛躍的なＣＭ系のエネルギーの増大が実現しましたが、これ以外には
基本的には加速エネルギーの増大はもっぱらブルートフォースによる加速器
のスケールの増大に負っていたのが現状であり、現在全世界の協力により
CERN に建設中の超伝導技術を駆使した LHC (Large Hadron Collider) が現在
の加速器技術で到達可能な最高エネルギーの限界と捉えられています。
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図１

レーザーによる薄膜からのイオン生成の概念図

図 2 Experimental set up of laser proton
production and phase rotation.

Ⅰ．レーザーによる薄膜からの高エネルギーイオン発生

研究室紹介；

ビーム物理学分科

こうした状況を克服し、高加速勾配を実現して加速器の小型化を図るため、
Tajima and Dawson により 1979 年に提唱されたレーザー加速の手法を実用
化する試みとして、がん治療用のイオン加速器の入射器として、従来の線形
加速器に替えてレーザーイオン源を用いる手法の開発を進めてきました。
2001 年から文部科学省の先進小型加速器のための要素技術の開発事業とし
て、日本原子力研究開発機構・関西光科学研究所との共同研究により、高出
力・超短パルス（数十 TW,30~300fs）の Ti:Sapphire laser を数ミクロンの
厚さの固体薄膜に集光照射し、ターゲット上で 1019 W/cm2 程度のレーザー
強度を実現し、現在までに最大 2MeV を超える陽子の生成に成功しています。
図 1 にレーザーによる薄膜からのイオン生成の様子を示す概略図を示しまし
た。具体的な実験として原研・関西研の 10TW レーザー JLITEX を用いて行っ
た場合のセットアップを図 2 に示しました。真空槽の中で軸外し放物面鏡に
より固体ターゲット上にレーザーを集光し、ターゲットの裏面から直角方向
を中心として放出される陽子を検出しています。

Ⅱ．TOF 測定による生成イオンのリアルタイム最適化
従来は、検出器として極めて強烈なバックグラウンドのもとで使用するた
め、荷電粒子が固体表面に形成する飛跡を NaOH で拡大固定し、顕微鏡で計
数する CR39 を使用するのが一般的でしたが、この手法ではデータ取得から
解析結果が判明するまでに数日を要していました。この状況を克服するた
め我々のグループは大電力レーザーに起因するＸ線や低エネルギー粒子等
のバックグラウンドに反応しにくいフィルター等の特別な工夫を凝らした
プラスティックシンチレータを用いてレーザー生成陽子の飛行時間 (Time
of Flight - TOF と略 ) を測定する手法を開発し、リアルタイムで高エネル
ギーの陽子を効率よく発生可能なレーザーのパルス幅や集光サイズ及びター
ゲット位置、厚さ等の諸条件の最適
化が行えるシステムを完成させまし
た。図 3 にこれを用いて観測したレー
ザー生成陽子の TOF 測定の様子を示
しました。このシステムによりレー
ザーによる陽子生成が極めて効率よ
く可能となり、今年 2 月には韓国と
の共同研究にこのシステムを用いて、
高エネルギー（2.3MeV）の陽子を生
成するのに成功しています。
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図3

陽子の TOF 測定の様子
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Ⅲ．位相回転によるエネルギー

研究室紹介；

ビーム物理学分科

ピークの形成
上述のレーザー生成イオン ( 陽子 ) ビー
ムは、ターゲットがプラズマ化し、たた
き出された高エネルギー電子がプラズマ
中のイオンをクーロン力で引っ張ること
により生成されると考えられています
( 図 1 参照 ) が、この過程は主として熱
力学的なプロセスであるため、生成イオ
図 4 位相回転の原理図
ンビームのエネルギー分布はエネルギー
の増大につれて指数関数的に強度の落ち
る熱的分布に従っており ( 図５に赤で示
した位相回転前のデータ参照 )、こうし
た性質がレーザー生成イオンの実用化に
向けての大きな障害となっていました。
我々は実用化に向けて、パルスレーザー
と位相同期した高周波電場（種レーザー
と同一周波数 : ～ 80MHz）を用いて、生
成ターゲットから位相回転空胴に至る距
離を飛行する間のエネルギーの違いによ
るイオンの到達時間の差を利用した加・
減速を行い、生成イオンのエネルギー幅
図 5 レーザー生成陽子ビームのエネルギー の縮減を図る ｢ 位相回転 ｣ の原理 ( 図 4
参照 ) を提案し、原研・関西研の 10TW レー
スペクトル
ザー JLITEX を用いてその実証を行いま
した。図 5 の結果から判るように位
相回転適用前にはエネルギーの増
大と共に指数関数的に減少してい
た陽子のエネルギースペクトルに
位相回転の適用により複数のピー
クが出現し、ピーク位置でのビー
ム強度の増大は 4 倍程度にも及ぶ
ことが判明しています。こうした
成果はレーザー生成陽子ビームの
実用化の上で画期的な意義を有し
ていると考えられています。

ビーム冷却による高品

図6

イオン冷却リング S-LSR

質ビームの生成
加速器中に蓄積されたイオン
ビームを冷却して、そのビームの質
を高めるという手法は、最初に反陽
子ビームのために研究が始められ、
電子ビーム冷却、確率冷却技術が開
発されました。その後、イオント
ラップの冷却技術を応用したレー 図 7 電子ビーム冷却前後での 7MeV 陽子ビームの、
ザー冷却法、ミューオン冷却のた 運動量拡がりとビームサイズの変化。
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めのイオン化冷却法などが研究されてきました。
当研究室では、電子ビーム冷却とレーザー冷却をもちいて、前項で述べたレー
ザー生成イオンビームの冷却と、究極の低エミッタンスビームである結晶化ビー
ムを実現するためのビーム冷却に関する研究をおこなってきました。そのため
に、京都大学宇治キャンパスにおいて、放射線医学総合研究所・広島大学・マッ
クスプランク原子核物理研究所・ドゥブナ合同原子核研究所などのグループの
協力の下、イオン冷却リング S-LSR （図 6 参照）を建設し、2005 年より実験を
開始しました。
図 7 はその実験結果の一例で、７MeV 陽子ビームを電子ビーム冷却する前後で
の運動量拡がりとビームサイズを示しています。これから、冷却により運動量
が 1/20 に、ビームサイズが 1/16 になって、ビームの位相空間密度が何桁も向
上していることがわかります。以下で、我々が取り組んでいる研究について、
もう少し詳しく触れることにします。

研究室紹介；

ビーム物理学分科

Ⅰ．レーザー生成イオンビームの電子ビーム冷却
レーザー生成イオンビームの特徴は、その小さな横方向エミッタンスと対照
的な、非常に広いエネルギー拡がりにあり、そのままでは、円形加速器の入射
ビームとして使うには、困難があります。そこで、入射直後に、冷却をおこな
い、その後に加速をおこなうというスキームを考え、そのための広いエネルギー
拡がりをもつビームを効率的に冷却する方法として、掃引電子ビーム冷却法を
提案しました。
図 8 上にあるように、電子ビーム冷却力の強い領域は限られていますが、そこ
までビームを誘導加速器などで、掃引してくるというものです。１% 運動量拡
がりを持った 7MeV 陽子ビームに対して適用した結果が図 8 下で、この場合は掃
引しない場合と比べて、冷却時間を 1 桁以上短縮できることがわかりました。
これはレーザー生成イオンビームに限らず、２次ビームの冷却に対して、広い
応用をもつ可能性があります。

Ⅱ．電子ビーム冷却による超低温陽子ビームの実現
電子ビーム冷却に用いられる電子ビームの温度は、進行方向でも、～ 100°Ｋ
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掃引冷却法による冷却時間の短縮
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図 9 冷却陽子数と運動量拡がりの相関図。図中右下は、
陽子数 2000 個の時の、運動量拡がりの測定データ。

程度と比較的高いため、電子ビーム冷却では、イオンビームを通常の気相か
ら液相や固相に相転移させて、結晶化ビームをつくることは不可能と考えら
れてきました。しかし、ブドカー原子核物理研究所の NAP-M で、その兆候が
報告され、GSI 研究所の ESR で初めて、電子ビーム冷却によって、整列した
重イオンビームが実現されました。ただし、軽イオン、特に陽子ビームでは、
そのような現象は未だ報告されていません。
S-LSR では、陽子ビームの粒子数を減らしていくことで、ビーム過熱の原因
となる空間電荷力を減少させ、ビーム温度を低下させる実験を進めています。
図 9 は、粒子数と運動量拡がりの相関を示しています。我々は、ショットキー
モニターを用いて 2000 個程度の陽子数でも運動量分布を測定することに成功
しました（図 9 内部に例を表示）。ビームの相転移がおこると、この相関に特
異点が現れますが、理論的には、陽子が数百から数千個で相転移すると考え
られています。このデータは、理論的な予測点に近づいており、さらにデー
タ数を増やして、世界初となる陽子ビームの相転移の観測を目指しています。

研究室紹介；
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Ⅲ．レーザー冷却による結晶化ビーム
電子ビーム冷却で用いられる電子の温度は
比較的高いため、完全なビーム相転移を実
現するためには、レーザー冷却が不可欠と
考えられています。我々は、広島大学のビー
ム物理グループと共同で、これまで多くの
冷却シミュレーションをおこなってきまし
た。図 10 は、S-LSR において、共鳴結合法
を用いて３次元レーザー冷却した Mg+ イオ
ンビームのシミュレーション結果です。粒
子数が少ない場合は、相転移が起きると、
上図のようにヒモ状に整列しさらに粒子数
が増えると図 10 下のようにジグザグ構造を
示すことがわかりました。
さらに粒子数が増えると、結晶は水平方向
に広がろうとします。結晶を構成する粒子
はリングの直線部で冷却力によって同じ速
度に揃えられます。この状態で偏向磁石に
入ると図 11 のように行路差のため外側軌道
の粒子ほど遅れ、安定な結晶はできません。 図 10 共鳴結合法による 3 次元レー
電場と磁場を併用した場合、電場の効果で ザー冷却をもちいて、結晶化したビー
偏向部の入り口で軌道半径に応じて加減速 ム構造のシミュレーション。

図 11 偏向磁石での結晶の破壊と、それを回避できる
電場、磁場を併用した偏向要素
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図 12 電場と磁場を併用することで実現
できると考えられる、高次構造をもつ結
晶化ビーム。

が起こります。電場の強さを、磁場の偏
向作用の半分を打ち消すように選ぶと
全ての粒子が等しい角速度で偏向部を
通過するようになり、粒子数の多い三次
元的に広がった結晶も安定に作ること
ができます。S-LSR の偏向電磁石の内部
には実際に電極が取り付けられていて、
図 12 のような高次構造を持った結晶化
ビームを実現する計画も進めています。
S-LSR では世界初となる高次のビーム相
転移を実現するために、2006 年中のレー
ザー冷却実験開始を目指して、Mg+ イオ
ンビームの蓄積と、それを励起する波長
280nm のレーザーシステムの準備を進め
ています。

図 13 可変型四極磁石の磁束分布
( 左：強、右：弱 )

超強力永久磁石の開発と

研究室紹介；
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その応用及び将来技術
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Ⅰ．リニアコライダー
図 14 可変型超強力四極磁石

永久磁石でありながら超伝導電磁石

なみの 4.45T のダイポール磁場発生が可能なことを放医研の熊田氏が実証し
それを共同で体系づけた Modiﬁed Halbach 配列は、LBL の K.Halbach による希
土類系磁石材料の磁化方向を円周上で回転させるという Halbach 型磁石 (REC
永久磁石 ) を " 飽和鉄効果 " でさらに発展させたものです。発生磁場強度は
現在 5.5T に達し、更に 6T 発生を目指して研究を進めています。この原理を
応用した超強力永久磁石で四極磁石を作れば小型で非常に強力なビーム集束
レンズが構成できます。代表応用例としては強力なレンズを必要とするリニ
アーコライダー (LC) の最終集束レンズへの応用が考えられます。永久磁石を
使う場合の弱点であった可変性については二重リング構造の採用により解決
を図って ( 図 13 参照 ) その試作を行い ( 図 14 参照 )、更に機械的な調整から
来る軸ずれや磁石素材そのものから来る温度特性の評価及びその温度補償の
研究などを行ってきました。
ILC 計画では国際協力で開発研究が進められています。この中で重要な要素で
ある最終集束部分の検討の俎上に我々の提案する「超強力永久磁石最終集束
レンズ」も載せるべく研究を進めていると
ころです。最近の議論の場は２１世紀ＣＯ
Ｅの補助を得て、宇治地区で開催した国際
ワークショップ 36th ICFA Advanced Beam
Dynamics Workshop「NANOBEAM2005」(http://
wwwal.kuicr.kyoto-u.ac.jp/nanobm)
で、
海外から４１名、総勢１０４名のその道の
専門家の参加を得て活発な議論がなされま
した。LC では２台の線型加速器を対向させ
て配置してあり、衝突点をすり抜けてくる
ビームは対向の加速管に到達する前に入射
ビームと分離して捨てる必要があります。
もともと超伝導加速管を提唱していたＴＥ
ＳＬＡ計画では、ビーム交差角はゼロでし 図 15 RF kicker 用コアー
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た。排出ビームと入射ビームはそれぞれ進行方向と電荷が逆のため、磁場だ
けでは同じ軌道となり分離できません。そのため静電偏向器でかろうじて分
離された入射ビームを、セプタム磁石を使って分けるという方式を提唱して
いました。しかし大変高い電界が必要で放電などの危惧があり、現在、交差
角をどう選ぶか激論の最中です。交差角ゼロは物理的にはもっとも素直であ
るため、当グループは通常パルスで駆動するキッカーを共振型で駆動し、時
間差を利用して蹴り分ける RF Kicker 方式を提唱していてそのコアーの調査
研究を行っています。現在は、手始めに当研究室でがん治療シンクロトロン
用に進めた非同調空洞の研究が発端となり再発掘された FINEMET を中心に検
討中です ( 図 15)。
一方、小交差角の有力な候補である、2 mrad option は、現在その出射側の

研究室紹介；

ビーム物理学分科

図 17

図 16 SLAC での MgB2 の実験風景：右側のクラ
イストロンから上部の導波管で左側にあるクラ
イオスタットに納めてある試験空胴にマイクロ
波を導入する

図 18

測定用フランジに固定された MgB2 素材

薄膜による表皮効果損失の低減

ビームラインに必要な四極磁石の設計、製作の困難さが指摘されていますが、
その解決案も当グループが提唱しています。最終集束レンズについては、今
後、これらの議論や最新の技術的進展を基礎に設計を行っていき、従来の性
能を大幅に上回る世界最高の磁場勾配をもつ集束レンズの試作を目論んでい
ます。現在は製作済みの試作機の改良を行っていて、その評価を行うために
多極磁場を精密に測定するための磁場測定装置の準備を進めているところで
す。
ところで、超伝導加速空胴はＫＥＫの地道な開発努力により、着実にその電
界勾配を上げていますが、高周波磁場
も同時に空胴内に存在するため、超伝
導素材の高周波臨界磁場に依る限界が
近いとされています。最近、A.Gurevich
がＮｂのバルク層の上に絶縁体を介し
てタイプⅡの高温超伝導薄膜を積層す
ることにより高周波臨界磁場の改善可
能性を示唆しています。これの MgB2 薄
膜での検証を行うため、そのバルク体
の超伝導高周波特性の測定実験を LANL
や SLAC 等 と 共 同 で 行 っ て い ま す（ 図
16、図 17 参照）。もしうまくいけば加
速勾配が倍以上になるため、巨大な LC
の超伝導加速器の全長が半分、もしく
は同じ長さならエネルギーを倍にでき 図 19 六極磁石スケールモデル
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て multi TeV に到達でき
るかも知れません。この
ような、薄膜を使うアイ
デアは、常伝導での表皮
効果による電力損失の低
減（図 18 参照）として、
これまで研究をしてきて
いたので、その類似性が
おもしろいところです。

図 20

サテライト型小型中性子源構想

研究室紹介；
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Ⅱ．中性子光学への新展開
一方、上記とは全く異分野ですが、冷中性子の世界でも我々の研究してきた
超強力永久磁石が脚光を浴びています。これは、その磁気モーメントにより
冷中性子ビームが六極磁場で集束できることがＫＥＫ（当時理研）の清水裕
彦氏により実証されたためで、日本は現在この中性子光学の分野では世界的
にトップを走っています。これを支え、更に日本のこの分野での優位性を高
めるためにも、彼らと協力して超強力永久多極磁石の開発研究を進めていま
す。これはＪＰＡＲＣのパルス中性子源での使用を念頭に置いていて、ＴＯ
Ｆ計測に使うため時間的に強度の変化するレンズを構成する必要があります。
このため、上記最終集束レンズと同様の二重リング構造にし、毎秒８回転程
度で外輪を廻します。これに必要なトルクや渦電流損による発熱等の実験的
評価のため、スケールモデルの製作を行っています（図 19）。また、強力な四
極磁石を用いれば冷中性子ビームの偏極度を 99.99% まで上げることが出来、
物理実験に強力な武器となります。これらの実験には中性子源が欠かせませ
んが、現在有効に使える国内の中性子源は一つしかありません。今後 J-PARC
の稼働によって発展が期待される中性子科学分野では、新発想に基づく研究
分野の開拓や研究者人口の増大を支えるために、大型施設に加えて機動的に
利用可能な中性子源の必要が高まると考えられます。このため、大型施設の
有用性を高める有効な手段となり、大型施設のサテライトとして大学の研究
室レベルで手近で使える加速器ベースの小型中性子源（図 20）の開発も検討
しています。

Ⅲ．将来技術
ＬＣの更に次の世代の大型加速器施設としてニュートリノファクトリーの研
究も行っています。ここではミューオンを高エネルギー陽子の標的照射によっ
て作り出した直後から 20GeV 程度まで素早く加速して相対論効果で寿命の延
びた状態で長直線部のある蓄積リングに貯めます（図 21）。ミューオンはこの
長直線部でいずれ崩壊してニュートリノが得られますが、もとのミューオン
のエネルギーが高くしかも揃っているので、質の良いビームとなります。現
在はエネルギーの拡がったミューオンを効率的に加速するために必要な上流
部の研究を行っています ( 図 22)。ニュートリノファクトリーは短寿命のミュー
オンを加速できる強力な加速システムを持っていますので、実はミューオン
を加速するだけではなくてミューオンを作り出すための高エネルギー大出力
の陽子加速器にもなります。つまり、一人二役が出来るのでその能力を引き
出してやれれば有効に使うことが出来るでしょう。また、ニュートリノファ
クトリーはその更に先のミューオンコライダーへの足がかりともなります。
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図 21

ミューオンベースの Neutrino Factory

図 22 高周波バンチャー：時間的に変化する振幅のキッ
クを与え、広いエネルギー幅のビームを操作する。

編集後記
前任者の鶴さんに代わって、今年の４月から２１世紀ＣＯＥ広報委員になり
ました。
この委員会は毎月１回打ち合わせを行うという形で業務を進めております。
まずこの委員会に入って驚いたのは、委員長の柴田さんを含めて皆さんのやる
気が強いことでした。また、宇宙物理学教室の体制の問題も関係しているのか、
柴田さんのスケジューリングが破綻寸前であることが気の毒です。
通常の業務としては、ＣＯＥニュースレターを刊行することですが、実質的
に最初の私の仕事は第４回市民講座のポスターを作成することでした。慣れな
い仕事ながら、他の委員の方々の熱心さに後押しされて完成したという感じで
す。物理学に興味を持っておられる一般市民の方々が相当幅の広い世代にまた
がって分布しているということがよく分かりました。３人の講演者の方々は、
普段は話しやすい物理の話の美味しいところを一般の方々に伝えることにかな
り苦労なされていました。私にとっては参考になることが多々あったと思いま
す。
ところで、この委員会にいると、自分の専門分野からはほど遠い研究グルー
プのめぼしい成果について多少見聞きすることができると感じています。本来、
物理学で解明できる事柄の多くについてある程度の理解をしていることが物理
学者に必要だと思われます。また、物理学の手法でさまざまなことが明解に説
明されるのを見聞きすることは、たいへん楽しいことです。実際、分野外の話
を聞ける機会としての（物理教室で開催されている）ワイン＆チーズ・セミナー
がたいへん好評を博しております。同じような意味で、この委員会が発行して
いるニュースレターは、我々研究者にとってももっと有効に活用されうるもの
ではないかと思っております。
ニュースレターの内容としては、この研究者にとって面白い記事というもの
と、２１世紀ＣＯＥの対外的な広報媒体としての役割という二つの側面を両方
ともうまく生かせるように、我々委員はもっと頭を絞らないといけません。是
非、皆さんからもご批判や色々なアイデアをお願いいたします。
（編集委員 犬塚 修一郎）
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