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Flavor Mixing 
  クォークはCKM行列によって混合してい
る。 

  ニュートリノ振動の発見によってニュート
リノも混合していることが分かった。 

  荷電レプトンについてはフレーバーを破
る過程は見つかっていない。 

  ニュートリノ振動を通じて混合できるが、
その寄与はO(10-50)と非常に小さい。 

  荷電レプトン混合事象の探索は標準理
論を超える物理と直結している。 

  超対称性があれば、sleptonを通じて混
合できる。 
  µ  e γ 
  µ N  e N 

  µ  e γのおよそ1/200 
  µ  eee 
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Charged Lepton Mixing 

  ミューオンを用いた実験
が良いリミットを与えて
いる。 
 質量が小さいので大量
生成可能 

 寿命が長いので測定し
やすい。 

 10年でおよそ2桁の更
新 10-14 
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µ-e conversion 

  µ-を停止標的に打ち込み
Muonic atomを作る。 
  Muon Capture 
  Muon Decay in Orbit 

  MC:MDO=3:2 (Al) 
  τ=0.88sec (Al) 

  µ-e conversion 
  µ-e転換からの単色エネル
ギー電子を観測する 
  Backgroud: MDO, radiative 

pion capture, … 
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COMET実験
  大強度ミューオンビーム (1011/sec) 

  大強度陽子加速器(J-PARC) 
  大立体角パイオン捕獲ソレノイド 
  高効率ミューオン輸送システム 

  パルス陽子ビームによるバックグランドの
削減 
  高性能J-PARCシンクロトロン加速器
群を活用したパルスビームの生成 

  大立体角カーブソレノイド電子スペクトロ
メータ 

  実験精度:BR = 10-16 

  現在のリミットの1万倍の精度 
  LHCに匹敵するエネルギースケー
ル 

J‐PARC 
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Pion production 
  軽い元素ターゲット 

  グラファイト 
  パイオンの吸収が少ない 
  ターゲット直径を大きくとれるので陽子
ビームに対する要求を緩くできる 

  ヘリウムガス冷却 
  重い元素ターゲット 

  タングステン・金など 
  生成断面積が大きい 

  ミューオン収量およそ2倍 
  陽子ビームを細くしぼる必要あり 

  ターゲット直径は10ミリ程度以下 
  水冷 

  100MeV/cくらいの低エネルギーパイオンは
ほぼ等方的 

  後方に生成されたパイオンの方が高エネル
ギー成分が少ない 
  パイオン起源のバックグランドを減らす
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パイオン捕獲ソレノイド磁石

  100MeVの後方パイオンをソレノイド
磁場で捕獲する 

  立体角を大きくとるためにターゲット
をソレノイド中心に置く。 
  ターゲットを勾配磁場中に置くとミ
ラー効果で収量が増える。 

  ソレノイドへの熱負荷が増える。 
  ソレノイド磁場が強いほどミューオン
収量は増える 

  陽子ビームを入射するため、コイル
に隙間が必要。 

  超伝導コイルへの入熱を抑えるた
め、内部に放射線シールドを設置
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COMET ミューオンビームライン
  超伝導ソレノイドでパイオン
を捕獲 

  長い超伝導ソレノイドチャン
ネルでパイオンを崩壊させ
る。 
  曲がったソレノイド中でのドリ
フトを利用して運動量選択 

  ミューオン停止標的 
  スペクトロメータソレノイド 

  MDOバックグランドを減らす 
  飛跡検出器で電子エネル
ギーを精密測定
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ミューオン輸送ソレノイド

  パイオンを崩壊させるため十分
長い 
  20 meters => 

Psurvive=2x10-3 
  ミューオンを効率よく輸送 

  inner bore = 35cm 
  Pµ ∼ 40 MeV/c 

  ドリフトにより運動量・電荷を選
別 
  負電荷 
  Pµ<75 MeV/c 

Bs=2T 
Bs=2T 

By=0.05T 
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COMET用パイオン捕獲超伝導ソレノイド磁石

 大強度陽子ビームに
よる放射線 
 冷却 
 耐性 

 入射角を浅くして高
エネルギー粒子を逃
がす 

 輸送ソレノイドへ磁場
を繋ぐためのマッチ
ングコイル 
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超伝導線材

  アルミ安定化超伝導NbTi線材 
  質量を減らして熱負荷を軽くする

length 
(mm) 

thickness 
(mm) 

current 
density 
(A/mm2) 

Coil1 1200 90 (6 layer) 53.0 
Coil2 1400 30 (2 layer) 53.0 
Coil3 600 30 (2 layer) 53.0 
Coil4 300 60 (4 layer) 62.9 

• Al/Cu/NbTi : 7.3/0.9/1.0 
• Alminium RRR : 500 

 コイルパラメータ: 

7K 6K 5K 
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放射線による入熱

  核発熱は~30W 
 輸送ソレノイドも含めて200W級ヘリウム冷凍機で冷
却できる

0.03Gy/sec 
=0.6 MGy/1021p 

29W 5.7W 
1.0W 

0.6W 

2.5W 

8GeVx7microA proton beam 
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COMETパイオン捕獲超伝導コイル
の放射線損傷

  MARSで放射線損傷を
見積もった 

  極低温のアルミは10-5 

DPAで抵抗率悪くなり
始める 

  安定化材の比抵抗率
が悪化するとクエンチ
時の温度上昇が大き
くなる。 

  現在の設計では2x10-5 

DPA/1021p 
  マージンがないことが
分かった

8x1021 n/m2/1021p 
2x10-5 DPA/1021p 

中性子フラックス

100K 150K 
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捕獲ソレノイド径の再検討

  コイル径を大きくしてシールドを増
やす 

  コストアップ、設計が難しくなる 
 ３段巻き枠: R=500mm 
 ２段巻き枠: R=600mm 
 １段巻き枠: R=700mm 

MGy/1021p n/m2/1021p DPA/1021p 
R500(CDR) 0.6 8x1021 2x10-5 

R600 0.1 2x1021 0.6x10-5 

R700 0.05 0.7x1021 0.3x10-5 

1段巻き枠でなるべく小さくする。
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捕獲ソレノイド新レイアウト案

  コイル径を1300mmに
拡大したコイルレイ
アウトを設計した。 

  シールドを150mm厚
くした 

  コイルの内径を揃え
た 

  巻き枠の単純化。機械
的強度を上げる。

7.9W 2.0W 
1.0W 

0.7W 

0.9W 1.4W 
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  0.07 MGy/1021p 
  1.3x1021 n/m2/1021p 

  6.4x1020 n/m2/1021p 
for >0.1MeV n 

  3x10-6 DPA/1021p 
  放射線損傷を10分の

1に低減できた。
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Field Map 

Coil Stress 

R=650 mm 
L=1550 mm 
8 Layers 
Current=2958 A 
S‐Energy=32.32 MJ 
E/M=8.06 kJ/kg 
Stress‐eq=96 MPa 
Mag‐force=1.53 MN 

Transport not optimized to 3T 
 to be updated 

・  Yield Strength >200MPa 

New conductor development on going 



18 

Calculation of radiation dose with 
another code 
  PHITS2.15 

  with Neutron XSEC table 
（E<3GeV） 

  Simplified coil dimensions 
  Diameter: 1300mm 
  Length: 1550mm 
  Height: 150mm 
  Material：Al SC 

  Density: 4g/cm3 
  No magntic field 
  8GeV proton 
  Neutron cut off > 10keV 

proton beam 
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被爆量

  Heat Load 
  Max: 25mW/g 

  Dose 
  1021 protons 
  Max: 0.3MGy 
  cf. MARS 0.07MGy 

  3.3x10-5 DPA/1021protons 
  cf. MARS 3x10-6 DPA/

1021p 
  MARS/PHITSを比較する
と、1MeV中性子とNbの反
応に大きな違いがある。
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中性子照射試験

  中性子被爆による劣化を
調べる 

  京大研究用原子炉
（KURR） 
 10Kの低温設備 
 5MW 
 1016 fast neutrons/cm2/

sec 
  2010年秋を目標に実施

20
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スペクトロメータ/ディテクターソレノイド
 磁場1T 
 MgB2を使うことにより
安定化、コスト下げる
効果を期待 

 MgB2線材のR&Dが
進行中 
 テストコイル（東芝）の
試験 

 コイル巻き
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MUSIC – Muon Channel at RCNP 
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MUSIC – Muon Channel at RCNP 
  核物理研究センターの

400MeVサイクロトロン 
  大立体角でパイオンを捕獲す
るので、大強度ミューオン
ビームが得られると期待 

  陽子ビームライン上に超伝導
ソレノイド磁石を入れてパイ
オンを捕獲する始めての試
み 

  スケジュール 
  2009年6月　超伝導磁石製作開始 
  2009年3月～5月　超伝導磁石の設
置・冷却・励磁試験 

  2009年5月~　陽子ビームを入射し
て試運転開始
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パイオン捕獲超伝導ソレノイド磁石

  標的を強磁場中に置き、パイオン
を捕獲 

  ミューオンビーム上流側から陽子
ビームを入射すると超伝導コイル
が大量の放射線を浴びる 

  陽子ビームを超伝導コイルの隙間
から入射 

  標的からの放射線を防ぐためソレ
ノイド内部にシールドを挿入 

  磁場勾配を利用してパイオンを輸
送ソレノイドへ導く

陽子標的

陽子ビーム

放射線シールド

ミューオン

輸送ソレノイド

パイオン捕獲ソレノイド
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期待される
ミューオン収量

π+

µ+

surface muons 

  MARS pion 
production 

  G4beamline 
tracking 

  107 protons 

1.2x10-4 µ+/p 
8x108 µ+/sec 

By=0.04T 

  MUSICでのミューオ
ン収量を見積もっ
た 

  ダイポール磁場に
よって電荷・運動量
を選択 

  8x108 µ+/sec 
  2x108 µ-/sec 
  大強度µ+/ µ-ビーム
が得られる 
  J-PARC MUSE：

108 µ+/sec 

Bz 

By 



26 

MUSIC用超伝導ソレノイド磁石への要求

 コンパクトにしてコストを下げる 
 銅安定化NbTi超伝導線を使いMRI技術を適用 

 GM冷凍機を用いた間接冷却 
 放射線による核発熱を1W程度に抑える必要が
ある。
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パイオン捕獲磁石パラメータ
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輸送ソレノイドパラメータ
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超伝導コイルの冷却

  GM冷凍機による伝導冷却 

  パイオン捕獲ソレノイド 
  4K部熱侵入1W+核発熱0.6W 
  3台のGM冷凍機で冷却 

  1.5Wx2台 + 1Wx1台=4W 
  40Kシールド熱侵入50W 

  GM冷凍機1段目を利用 
  45Wx2+44W 

  輸送ソレノイド 
  4K部熱侵入0.8W 
  2台のGM冷凍機で冷却 

  1Wx2台=2W 
  40Kシールド熱侵入50W 

  GM冷凍機1段目を利用 
  44Wx2台 

  ヒータ巻線によるクエンチバック 
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放射線量
  耐放射線性の確認 
  MARSを用いて放射線量を計
算した 

  絶縁材の耐性 
  1MGyまでは有機系絶縁材が
使える 

  １年あたりの被爆量 ~10kGy 
  安定化材の耐性 

  中性子照射量が1021 n/m2を
超えると安定化材の劣化が
始まる 

  一年あたり0.5x1020 n/m2 
  年1回の昇温で安定化材の劣
化を回復させる。

0.5x1013 n/m2/sec 

0.6W 

27cm 

鉄ヨーク

SUSシールド

コイル

入熱量
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MUSIC建設の現状

 パイオン捕獲ソレノイド
磁石、3個コイル輸送
ソレノイド完成 

  5個コイル輸送ソレノイ
ドアッセンブル中 

 パイオン捕獲ソレノイド
磁石のトレーニング中 

  3月24日に納入予定

輸送ソレノイドの 
ダイポールコイル

パイオン捕獲ソレノイドコイル
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まとめ

  大強度ミューオンビーム生成のための超伝導ソレノ
イド磁石を検討してきた。 

 中性子による核発熱、安定化材の劣化を減らすため
大口径のソレノイド磁石が必要 

  長いミューオン輸送ソレノイドのクエンチ対策 
  MUSICでパイオン捕獲、クエンチ保護の実証試験 
  MgB2線材を使ったコイルの検討
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MECO Production Solenoid 

554 cm 
140 cm 

50 cm 

2.5T 

63W in Coil 
0.3MGy 
16kW in Shield 

5 T 

2.5 T 

Proton
 Beam 

Production Target 

Heat & Radiation Shield 

5 T maximum field 
150 MJ stored energy 
SSC cable 
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Solenoid Magnets 
 in Neutrino Factory 

  20T at target, bore = 15 cm 
  Ptmax=0.3BR/2 
  matching to decay solenoid with 1.75T, bore = 60 cm 
  tapered in 6 meter 
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Radiation dose 

  70% of beam power is 
deposited in target cell 

  40kW in Coaxial shield 
around target 
  peak ~ 10 W/g  1011 Gy/yr 

  589kW in Surrounding 
Shield 

US Study-II 
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Superconducting 
 Coil 
  US Study-II case 

  14T 
  1.3 m bore 
  ~0.3W/kg 
  3MGy/107s for 1MW beam 
  Fusion reactor technique 
  Direct cooling 
  Cable in Conduit 
  64cm thick 
  20A/mm2 (234A/mm2) 

  R&D 
  Radiation 

  insulation with organic material up to 
10 MGy 

  change Jc, resistivity 


