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１．はじめに；産業利用のための素粒子の特性

素粒子は物質の究極の構成要素であり，クオークとレ

プトンがあり，レプトンには電子，ミュオン，ニュート
リノがある．この報文では通常には安定に存在せず，加
速器や宇宙線で創りだせるミュオンについて，その産業
利用を考える事とする．
ミュオンは正負の電荷を持つ二種類の粒子があり，正
ミュオンと真空中の負ミュオンの寿命は 2.2 マイクロ秒
で，質量は陽子の 1/9 倍・電子の 207 倍である．GeV を
越す高エネルギーミュオンが宇宙線として地表に弱い強
度で飛来し，MeV 程度以下の低エネルギーミュオンは

図１ 宇宙線ミュオンで溶鉱炉の内部を探索 [3]．
実験の様子（左）；2 面の位置敏感プラスティック検出器で
ミュオンの経路を決め，溶鉱炉の何処を通過したかを決め，
通過点ごとの強度減衰を測る．透過強度の測定結果（中）．解
析で得られた中央部の密度分布（右）．

150MeV 以上のエネルギーの陽子等の粒子加速器を用い
て大量に作ることが出来る．
産業利用のためには，ミュオンが持つ次の特性が用い
られる．

1 ）透過性が良く，エネルギーを変えると止まる位置
を nm から km まで調節できる．
2 ）物質中のスピン偏極正ミュオンは放出陽電子測定
で原子レベルの磁気プローブ（磁針）となる．
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3 ）負ミュオンを物質中に止め，ミュオン原子（後述）
X 線測定で元素分析が出来る．
4 ）負ミュオンを原子番号 Z の元素物質中に止め原子
番号が一つ低い Z-1 元素に変換する事が出来る．
これらの特性で様々な科学研究が行われている [1]．
ここでは，主として 1 ）と 4 ）を扱う．

図 2 宇宙線ミュオンの物体（赤色）内の散乱を観測し，物体の内
部を探索する原理図．
物体の前後に経路決定能力を持つ検出器（緑色）を置き，物
体の各点での散乱する角度を測る．この測定では，分厚いコ
ンクリート（灰色）の中にある物体（淡赤色）の内部探索を
行っている．

２．宇宙線ミュオンラジオグラフィーの産業利用

え，元素分析が可能である [5]．コンテナの安全検査，

とで，新しい内部探索が出来る．数 m 程度の物体に使
宇宙線として地表に飛来するミュオンは，手のひらに

毎秒 1 個程度の強度しかないが，エネルギーが高く，火
山体や大型産業機器を透過出来る．また電荷があるので

橋梁・高速道路の健全性検査に利用できる．

３．負ミュオンによる元素変換と産業利用

経路を同定しやすい．図 1 の様に，複数の位置敏感検出

物質中に止められたミュオンは，主として，周囲の原

器を使って，透過強度減衰型のレントゲン写真（ラジオ

子と電磁相互作用をするため，正ミュオンを軽い陽子，

グラフィー）が可能で内部探索が出来る．これまでに，

負ミュオンを重い電子と考えて，ミュオンの物質中での

火山体山頂近辺のマグマ状態 [2]，溶鉱炉断熱炭素壁の
摩耗状態 [3]，原子炉内燃料棒状態 [4] 等の観測が行われ

る負ミュオン（重い電子）を物質中に注入し静止させる

た．

と，次の現象が起こる．

挙動を理解できる．1MeV 程度以上のエネルギーを有す

複数のラジオグラフィー装置を，調べたい物体の前後

1 ）負ミュオンは，周辺電子をくぐり抜け原子核に近

に配し（図 2），物体を通過する際の経路の変化を測るこ

づき，原子核周辺に小さい原子（ミュオン原子）の高励
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起状態をつくる．2 ）負ミュオンは，ミュオン原子内遷

生成でき，他の元素核への生成は極めて低い．LLFP の

移を経て，1 ナノ秒以下の時間で，基底状態に達する．

全てについて陽子奇数核が偶数核となり安定化する．混

原子番号 Z のミュオン原子基底状態の半径は Z に反比例

入する安定核は安定のままで，複数回のミュオン反応が

し， Tc では，6.30×10 cm．3 ）原子核半径は，質量

起こっても問題ない．2 ）化合物へのミュオン原子生成

数と共に増大し， Tc では原子核半径≅ミュオン原子基

は構成原子の原子番号 Z に比例して起こる [1] ので，F,

99
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底状態半径となる．核内陽子と負ミュオンとの間で働く

N, O, Cl 化合物がそのまま使え化学分離作業が軽減でき

弱い相互作用により，ミュオンの核吸収反応が起こる．

る．3 ）放射線防護はパイオン／ミュオン生成標的の近

負ミュオンの自由崩壊と競争するが，Ca より重い核で

辺のみで良い．4 ）超高強度負ミュオンが実現すれば，

は核吸収反応が主体．4 ）ミュオン核吸収反応に続いて，

全ての LLFP は数年で処理できる．

励起核状態から中性子等の粒子放出が起こり，負の電荷

ミュオンは加速器陽子の高エネルギー部で生じ，破砕

が付加される（Z-1）への原子核変換・元素変換反応が

中性子は低エネルギー部まで生じるため，ミュオン核変

起こる [1]．

換法と中性子 ADS との複合型の廃棄物処理が可能であ

この負ミュオン核変換法を大々的に展開し，以下に示
す産業利用を可能にするためには，超大強度負ミュオン

る．MA 処理と加速器エネルギーを中性子が，LLFP 処
理をミュオンが受け持つ方式が考えられる．

を生み，巨視的な物体変換を実現する必要がある．エネ

Driven Systems；ADS）である [6]．1GeV 10mA（10MW）

４．負ミュオンが触媒する核融合による
４．エネルギー生産
負ミュオンを 2 重水素（d ）と 3 重水素（ t ）の混合系
に入れると，図 4 に示すミュオン核融合サイクルが起こ
る [1]．先ず小さな（水素原子の 207 分の 1）原子が出来
て，d から t への移行をへて，共鳴的に（dtμ ）分子イオ
ンが出来る．その分子が小さいため，ps 程度の短時間で

の巨大加速器陽子を重核にあて破砕中性子を発生させ，

核融合が起き，中性子，アルファと負ミュオンが放出さ

速・熱中性子に変え，超ウラン元素廃棄物（マイナーア

れる．その負ミュオンの大半は自由になり，負ミュオン

クチニド，MA）や核分裂性核を核分裂させ，MA 処理

の寿命（2.2 マイクロ秒）の間に，次々と連鎖的に 100

ルギー 1GeV 電流値 10mA の巨大陽子加速器に加えて，
図 3 に示す大型超電導ソレノイドを用いた，高効率負
ミュオン発生装置が必要になる．
最重要な元素変換課題は原子炉からの放射性廃棄物処
理である．地層処分以外に方法があるであろうか．現時
点で唯一の方法は，加速器駆動中性子処理（Accelerator

とエネルギー生産を行い，加速器の運転を維持する．然
しながら，この方法では Zr, Tc,
93
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I,

Cs 等の長寿命
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核分裂核（LLFP）の処理は難しいと考えられている．
ミュオン核変換法による放射性廃棄物処理が実現する
と次の特徴・利点がある．1 ）効率よく（Z-1）元素核が

回以上核融合を起こす．僅かの（0.7% 程度）負ミュオ
ンが中性子と同時に放出されるアルファに付着される．
付着されたミュオンの一部 R は減速中に電離し次の核融
合に加わり，それ以外がアルファ付着率 ω s となり，これ
がエネルギー生産性の上限をきめる．
核融合回数 Yn の最高値は，液体 D-T 中でミュオン 1 個
当 た り 130 回 の 核 融 合 が 起 こ り， エ ネ ル ギ ー 生 産

2.3GeV に対応する．一方ミュオン 1 個作るのに要する
エネルギーは約 5GeV であり，ブレークイーブンに到達
していない [7]．ブレークイーブンであるミュオン 1 個当
たり 300 回の核融合回数に今一息となっている．次の様
な進展が考えられる．
負ミュオンの静止位置で起こる連鎖的核融合の空間的
構造は，2 重水素中の荷電粒子の飛程から考察すること
が出来て，図 5 の様になる．連鎖的核融合は直径 0.2μ m
の領域内で起こる．その領域からアルファ粒子は直径

120μ m の領域に発生される．僅かに発生する（μα ）イ
オンは直径 480μ m の領域に放出される．
パルス状ミュオンビームがマイクロビーム化され，D-T
標的中の 500μ m の領域に，同時に（ミュオンの寿命 2.2
μs より十分短い時間間隔に），負ミュオンが多数個存在
4 –
する（1.5×10 μ /cc/pulse 以上）様になると，核融合 1 回
ごとに 100 個以上放出されるアルファ粒子が，ほぼ全領
+

図 3 超高強度負ミュオン発生装置；鳥瞰図（上）断面図（下）．
左から輸送される 1GeV 10mA 陽子ビーム（赤色）が 50cm 厚
炭素標的（黒色）を通過する際にパイオン（黄色）を発生し，
飛行中にミュオン（緑色）に変わり，元素変換用標的（赤色）
に衝突する．全体は磁場 10T ボーア径 12cm 長さ 12m の超電
導ソレノイド内に置かれ，パイオン・ミュオンを閉じ込める．
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図 4 （左図）ミュオンが触媒して起こす核融合の様子．
重い電子ミュオンが d, t 核を引き寄せ小さい分子を創り，核
融合を誘発する．その際，14MeV の中性子，3.5MeV のアル
ファ粒子，10keV の負ミュオンが放出される．
（右図）ミュオン触媒核融合の連鎖反応の概念図．
最初の核融合で放出された負ミュオンが，次々と核融合を誘
発する．僅かの負ミュオンがアルファ粒子に付着する．

図５ （左図）DT ミュオン核融合の空間構造（単位はμ m）連鎖的核融合が続く限り，0.2μ m の領域で起こり，その周囲半径 60μ m の領域にア
+
ルファが放出される．アルファ付着現象が起きると，（μα ）原子は半径 240μ m の領域に放出される．
（右図）500μ m 程度の狭い空間領域に負ミュオンを止め，高密度にミュオン核融合を起こした場合の空間構造の想像図．

域に発生される（図 5 右）．そのアルファ粒子分布の直径

+
[7]。この（μα ）
イオンの高温プラズマ中の解離現象が，

120μ m の球の中では，D-T 系が高温プラズマ状態にな

全領域で起こるため，（μα ）イオンから負ミュオンμ が

る．高温プラズマ状態中の（μα ）イオンは，イオンとして

再生され , ミュオン核融合連鎖反応が継続・増大される．

+

の電離的エネルギー損失に比べ，イオンの衝突解離現象
（（μα ）→α
+

++

+ μ ）が優先的に起こる事が知られている
–

+

–

先の超高強度負ミュオンビームを実現し，DT 標的に
導入し DT ミュオン核融合を行わせると，200eV 以上の
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高温プラズマ状態密度は液体水素密度 4×10 （cm ）
22

–3

近辺となり，（μα ）オンの解離が先行する．従って R = 1,
+

ω s = 0 に近くなる．このとき Yn は 600/μ –，エネルギー生
産は 10.6GeV となり，ブレークイーブンが到達される
可能性が出てくる．

５．ま

と

め

宇宙線ミュオンラジオグラフィー法は，何処でも，何
時でも使うことが出来るので，今後益々産業利用の道が
開けるであろう．近い将来，超高強度加速器負ミュオン
を実現し，原子力産業の基本問題に貢献できる．新しい
クリーンエネルギーの生産や放射性廃棄物処理が可能に
なる．この報文では触れなかったが，スピン偏極正ミュ
オンの微視的磁針は，高温超伝導体・電池材料・スピン
トロニクス物質などの物質産業の発展に貢献し続けよ
う．
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