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研究成果の概要（和文）： 
原子の超微細構造および磁気副準位間隔を精密に測定すると、原子核の電磁気モーメントやス
ピンなど原子核構造を反映する物理量を高精度で求めることができる。しかし、既存の手法で
は低収量、短寿命の不安定原子核に対してこの測定を行うことは困難であった。本研究では
100％近い効率で高速のイオンビームを閉じ込めることのできる超流動ヘリウムをストッパー
として用い、その場でレーザー分光を行うという独創的な手法により、これらの物理量を求め
る手法を開発した。 
 
 
研究成果の概要（英文）： 
Precision measurement of hyperfine and Zeeman splittings of atoms provides important 
information of nuclear structure because nuclear moments and spins are physical 
quantities which reflect properties of nuclei.  However, it has been very difficult to apply 
conventional laser spectroscopic methods to atoms with low-yield and short-lived unstable 
nuclei.  In this study, we have developed an original method which is a combination of 
superfluid helium as a high energetic ions beam stopper of nearly 100 % efficiency and in 
situ laser spectroscopy to measure these quantities with high precision. 
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１．研究開始当初の背景 

レーザー分光学は現代科学においておそ
らく最も精度の高い測定を可能にする学問
である。近年、水素原子の遷移周波数を 14
桁以上の絶対精度で測定することが可能に
なっており、水素と反水素の精密周波数測定
や、永久双極子モーメントの探索を行うこと
で CPT 対称性の破れを検証できる可能性が
現実味を帯びてきた。微細構造定数など基礎
物理定数の経時変化を測定することも手の
届く範囲になってきている。原子の超微細構
造の精密測定からは、原子核の基本的な物理
量である核スピンや原子核の電磁気モーメ
ント、原子核の形状、密度などを求めること
ができる。精密レーザー分光技術は、素粒
子・原子核を始めとする物質の基本や宇宙の
根元に迫る有力なツールであると言える。 

このように、原子の精密レーザー分光は原
子核と電子の相互作用を、電子遷移の遷移周
波数の”ずれ”として検知することを可能にす
る。これが原子の同位体シフトや超微細構造
であり、これらを精密に測定して原子核に関
する知見を得ようとする分野はレーザー核
分光と呼ばれる [E.W. Otten, Nuclear Radii 
and Moments of Unstable Isotopes, Treatise on. 
Heavy-Ion Science, Vol. 8, (ed. by D.A. 
Bromley, Plenum, 1989)]。中でも超微細構造定
数は原子核構造の重要な情報を反映したも
ので、この定数の測定を行うことにより電磁
気モーメントが未知の核種のモーメント導
出が可能であるばかりでなく、さらに精度の
高い測定を行うことで原子核が磁気的に広
がりを持つことに起因する超微細構造異常
を求めることができる。近年の加速器技術の
向上により生成可能となった不安定核原子、
特にドリップライン近傍の短寿命核原子に
対してこのような効果を精密に調べれば、原
子核物理の発展に大きく寄与すると考えら
れる。 

しかしながら加速器で生成される高い運
動エネルギーを持つ不安定核原子にレーザ
ー核分光を適用するためには、原子にレーザ
ーを効率よく照射する必要がある。このため
原子ビームとレーザーを重ね合わせるレー
ザーコリニアー分光法、原子を空間的に閉じ
込めるイオントラップ、レーザー冷却などの
方法が行われてきた。しかし、コリニアー法
は 105程度の比較的多数の原子数を必要とす
るので生成量の少ない核種には不向きであ
ったり、イオントラップ法は閉じ込める過程
に時間を要することと低い捕獲効率など、そ
れぞれに難点もある。これらの困難を解決し、
短寿命、低収量の核種に対してレーザー核分

光を行うためには、瞬時にビームをトラップし、
その場で繰返しレーザー分光を行える環境が必要
なことは明らかであった。 

そこでわれわれは、100%近い効率でビームを
一定の位置に閉じ込めることが出来、しかも光学
的に透明な超流動ヘリウムをストッパーとして精
密レーザー分光を行うことを着想し、研究に着手
した。折しも 1990 年代以降、超流動ヘリウム中
に注入された原子、分子、イオンのレーザー分光
が盛んに行われるようになり[B. Tabbert, et.al., J. 
Low Temp. Phys. 109, 653 (1997)]、超流動ヘリウム
中原子のレーザー分光学における特性に関する理
解は深まっていた。しかしながら、超流動ヘリウ
ム中に閉じ込められた原子は、周囲のヘリウム原
子からの圧力や相互作用の影響によりそのレーザ
ー分光スペクトルは真空中とは大きく異なり、吸
収線幅が広く波長もシフトしているという特徴を
持つために、従来は精密分光にはむしろ不向きで
あると懸念されていた。そこでわれわれは、安定
核原子を用いたレーザー・マイクロ波およびレー
ザー・ラジオ波二重共鳴実験を行い、超流動ヘリ
ウム中の Cs 原子のスピン偏極緩和時間が 2 秒以
上と極めて長いこと、Cs および Rb 原子の狭い共
鳴スペクトルが観測され超流動ヘリウム環境下で
の超微細構造定数が 7 桁の精度で測定可能なこと、
Zeeman 磁気副準位間隔から核スピンが正確に決
定できることなど、これまでの予想を覆す結果を
次々と明らかにしていった。 

これらの結果は超流動ヘリウムが高密度媒質
ながらスピン擾乱が小さく、精密レーザー分光に
適した環境であることを示している。同位体間の
比較から磁気モーメントを決定できることを実証
するとともに、超微細構造定数測定精度の向上に
より超微細構造異常の効果（原子核が広がりを持
つことに起因する効果）をも検出することもでき
るようになったのは大きな進展であった。超流動
ヘリウム中においてもこれらの値が十分に良い精
度で求められたと同時に、超微細構造異常につい
ては超流動ヘリウム中での、真空中の値からのわ
ずかなずれが検出されており、周囲のヘリウムの
影響が原子核構造を反映する物理量となる可能性
など興味深い現象も示唆している。原子核の構造
について多くの情報を引き出すことのできる本手
法を不安定核原子に適用する研究を開始するのに
まさに適切な時であった。 
 
２．研究の目的 

本研究は、超流動ヘリウムという特異な環境に
おける原子（安定核から不安定核まで）の超微細
構造をレーザー分光で精密に測定することにより、
原子の超微細構造定数のわずかな変化として検出
される原子核構造の情報を明らかにすることを目
指す。具体的には、不安定核原子ビーム（Rb およ



び Cs）を超流動ヘリウム中に打ち込んで一定
の位置に停止させ、超微細構造定数をレーザ
ー・マイクロ波二重共鳴法で精密に測定する。
中性子数 N の異なる同位体に対して行うこ
とにより、未知の核種の電磁気モーメントを
精度よく決定するとともに、原子核の磁化分
布が広がりを持つことに起因する超微細構
造異常まで測定し、短寿命・低収量不安定原
子核の構造の情報をレーザー分光の手法で
引き出すことが本研究の目的である。 
 
 
３．研究の方法 

本研究は、Rb、Cs の不安定核原子ビーム
を超流動ヘリウム中に打ち込んで一定の位
置に停止させ、レーザー・マイクロ波および
レーザー・ラジオ波二重共鳴法で超微細構造
定数と Zeeman 副準位間隔の精密測定を、中
性子数 Nの異なる同位体に対して行うことに
より遂行される。 

超流動ヘリウム中で不安定核原子のレー
ザー分光を行うことには、次のようなメリッ
トがある。(1)光学的に広い波長域（ラジオ
波から紫外域まで）で透明、(2)高速ビーム
でも瞬時に停止、(3)1 個の原子が 1箇所に留
まり吸収と放出を繰り返す（約 105回/秒）の
で検出効率が飛躍的に増大、(4)目的の原子
のみがレーザー吸収するので不純物核種由
来のバックグラウンドが無い。(5)励起スペ
クトルと発光スペクトルが異なる波長と持
つヘリウム中原子の特異な電子スペクトル
のために励起光レーザーのバックグラウン
ドと脱励起光信号を完全に分離できる。以上
の点は、本手法が収量の少ない（102個/秒ま
で検出可能と見積もっている）短寿命核原子
に対しても適用することを可能にするもの
である。特に(3)(4)はβ線を検出するβ-NMR
等の手法に対して、(5)は真空中では励起光
と脱励起光の波長が同一である他のレーザ
ー核分光法と比較した場合に、大きなアドバ
ンテージを持っている。 

以下に本研究で用いる実験手法の原理、安
定核原子を用いたこれまでの進展、不安定核
原子ビーム実験のための開発要素を記す。 
<超流動ヘリウム中原子の精密分光実験> 

本研究の根幹をなす光ポンピングを用い
たレーザー・マイクロ波二重共鳴およびレー
ザー・マイクロ波二重共鳴実験の原理と超微
細構造定数、Zeeman 副準位間隔の導出を説明
する。アルカリ原子の電子基底状態 S1/2と励
起状態 P1/2間を円偏光レーザーで励起し続け
ると、原子の磁気量子数 Mが増加することで
光ポンピングによる偏極の生成が起こり、原
子の磁気量子数が最大の状態に集中し、それ
以上変化できなくなる。このため円偏光レー
ザーを吸収できず、レーザー誘起蛍光(LIF)
が消失する。ここでマイクロ波またはラジオ
波を周波数掃引しながら照射すると、超微細

構造間隔に一致した周波数でマイクロ波またはラ
ジオ波共鳴により原子の偏極が崩壊し、LIF が再
び観測される。マイクロ波またはラジオ波の周波
数を掃引して LIF を観測することにより、共鳴周
波数から超微細構造定数および Zeeman 副準位間
隔を求めることができる。超微細構造定数から電
磁気モーメントを求めるには、モーメントが既知
の同位体について同じ測定を行い、同位体間では
電子の波動関数が等しいことを利用して未知の原
子核のモーメントを決定する。超微細構造異常は、
複数の同位体間の超微細構造定数のずれから算出
する。同様に、核スピンについても既知の同位体
について同時に Zeeman 副準位間隔を測定するこ
とにより、未知の原子核の核スピンを求めること
ができる。 
<安定核原子を用いた研究> 

われわれは安定核原子を超流動ヘリウム中に
静かに拡散させる方法として液体ヘリウム上空レ
ーザーアブレーション法を開発し、超流動ヘリウ
ム中の Cs のスピン偏極緩和時間を測定したとこ
ろ、緩和時間が 2.24(19)秒と非常に長いことを突
き止めた[T. Furukawa, et.al., PRL, 96, 95301 
(2006)]。これは固体ヘリウム中のスピン偏極緩和
時間よりさらに長く、周囲のヘリウムの圧力にも
拘らず原子のスピンが安定して保持されることを
意味する。さらに 上で説明したレーザー・マイク
ロ波二重共鳴法を Cs、Rb 原子に適用したところ、
超微細構造間の遷移による二重共鳴スペクトルを
線幅 100kHz という非常に高い分解能で観測する
ことに成功した。求められた超微細構造定数の値
そのものは真空中の値より約 0.6%大きいが、これ
は周囲のヘリウムの圧力で電子雲が押しつぶされ
た結果であると理解される。さらに 2種類の安定
同位体85,87を持つRbについて測定された超微細
構造定数の比較から、超微細構造異常による不定
性を考慮しても磁気モーメントを 1%以内の精度
で導出できることが実証された。同じく 85,87Rb の
比較から、超微細構造異常を 10%の精度で決定で
きること、真空中の値と比べて約 5%変化している
ことを確認した。 
<不安定核原子ビームへの適用と開発要素> 

本研究課題では、これまでに培った超流動ヘリ
ウム中原子の超微細構造定数精密測定を不安定核
ビームに適用する。この場合、原子の導入は直接
ビームを超流動ヘリウムクライオスタットに打ち
込めばよく、入射時の運動エネルギーに応じて、
超流動ヘリウム中の一定の位置に原子が停止する。
具体的には Rb、Cs の不安定核原子のビームを超流
動ヘリウム中に打ち込んでトラップし、上に原理
を示したレーザー・マイクロ波およびレーザー・
ラジオ波二重共鳴実験を行う。このために必用な
開発は以下のとおりである。 
(a) ビーム打ちこみ用クライオスタット製作 
(b) レーザー光源の整備と大立体角光学検出系の
設計(少数の不安定核原子の検出効率向上のため) 
(c) 光学系遠隔操作（管理区域での実験のため） 
(d) ビーム停止位置制御系の開発 
これらの開発の後、レーザーと不安定核原子ビー



ムを組み合わせた測定を行う。 
 
 
４．研究成果 

本研究は、既存の手法では測定が困難であ
る低収量な短寿命不安定核原子について、
100％近い閉じ込め効率が期待される超流動
ヘリウムを高速イオンビームのストッパー
として用い、レーザーとマイクロ波またはラ
ジオ波との二重共鳴分光法によりその超微
細構造および Zeeman 磁気副準位間隔を精密
に測定して核の電磁気モーメントやスピン
など原子核の構造情報を得ることを目的と
して遂行された。 

平成20年度はRbの不安定核ビームを用い
た加速器実験の準備に着手した。Rb 原子を励
起するために必用な 780nm、1W の出力を持つ
連続発振固体グリーンレーザー励起チタン
サファイアレーザー光源の整備を完了する
とともに、ビーム打込み用の超流動ヘリウム
クライオスタットの設計を開始した。一方、
従来の安定核原子を超流動ヘリウム中に導
入したレーザー実験において問題となって
いたマイクロ波周波数の較正について、Rb 気
体セルを用いたセットアップでレーザー・マ
イクロ波二重共鳴実験を行い、原子のマイク
ロ波遷移周波数の精度を 5 x 10-7で決定でき
るシステムを構築した。これは超流動ヘリウ
ム中の Rb 原子の超微細構造から核モーメン
トを導出するのに十分な精度である。さらに、
ビーム実験において超流動ヘリウム中に打
込まれる限定された個数の Rb 原子数に対し
て、レーザー強度、Rb 原子の偏極度、マイク
ロ波周波数など、これまで安定核原子で解明
した条件を用いて信号強度のシミュレーシ
ョンを行い、毎秒 1粒子の低収量の原子核で
も 1日の測定で十分に超微細構造の測定が可
能であることを示した。 

次に、本研究遂行には不安定核ビームを入
射してレーザー照射径の範囲内にその停止
位置を制御することのできる超流動ヘリウ
ムクライオスタットとその制御システムの
構築が不可欠である。このため平成 21 年度
は、Rb 不安定核ビームを用いた加速器実験へ
向けて、イオンビーム打込み用クライオスタ
ットの設計を行うとともに、ビーム停止位置
制御系の開発実験をより低い入射エネルギ
ーでも液体ヘリウムに打ち込むことのでき
る重水素(D)イオンビームを用いた開発実験
を行った。液体ヘリウム中でのビーム到達の
有無を確認するために、クライオスタット中
心部にビームが到達すると発光するプラス
チックシンチレータを検出器として配し、ク
ライオスタット底部の大立体角光学系で光
検出を行うシステムを構築した。加速された
D ビームを入射したところ、入射エネルギー
を減少させると検出器に到達しなくなる様
子が観測され、本手法がビーム停止位置制御

に有効であることが示された。 
これらの結果を踏まえて、続いて加速 Rb ビー

ムとレーザーを同時にクライオスタットへ入射し、
レーザー・マイクロ波二重共鳴実験を行い、超微
細構造異常の系統的変化を測定する。さらに入射
ビーム量を低減した測定を行い、低収量の原子核
への適用性を議論することが必要である。そこで
平成 22 年度は、イオンビーム打込み用クライオス
タットの製作と、Rb 原子検出用大立体角光学系の
設計製作を行った。ビーム打込み用クライオスタ
ットは熱流入を低減させることにより、4 方向に
光学窓を有するにも関わらず約 1.6K の超流動状
態で 12 時間以上の連続運転が可能になった。大立
体角光学検出系では大口径フレネルレンズと空間
フィルター、光学フィルターを効果的に組合せる
ことで、原子からの発光(S)とレーザー散乱光(N)
の S/N 比を飛躍的に向上することに成功した。こ
れにより 105 pps のビーム入射に対して S/N=500
程度の光学信号を検出できることがシミュレーシ
ョンで示された。これらの開発を通じて、低収量、
短寿命不安定原子核の構造を研究する新手法への
道が拓かれた。 
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