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ポジトロニウム (Ps)

•  Ps: 電子と陽電子の束縛系 

– Bound state QED 
•  最も軽く単純な「原子」 
•  基底状態( L=0) には 2 つのスピン状態 
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2 種類のポジトロニウム

o‐Ps 

p‐Ps 

e+  e‐ 

e+  e‐ 

Spin=1: 奇数のガンマ線に崩壊

Spin=０: 偶数のガンマ線に崩壊

o‐Ps　→　３γ、（５γ）

p‐Ps　→　２γ、（４γ）
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連続スペクトル

p‐Ps 
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単色  
back‐to‐back 511keV 

τ=142 ns (long life]me)

τ=125 ps



2種類の Ps のちょっと面白い振る舞い 
静磁場中でのミキシング

•  静磁場中では、o‐Ps の mz=0 成分と p‐Ps が混
合する
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静磁場中での混合状態

HFS  
(0.84meV=203GHz)

エネルギー準位と寿命が混合に応じて変化する。

p‐Ps

o‐Ps 寿命の変化
混合状態

混合状態



われわれはポジトロニウムを使って、
以下のような事をしています

1.  o‐Ps の寿命測定を通しての束縛系 QED の検証 

2.  Ps の超微細構造の精密測定 

3.  o‐Ps の不可視崩壊を通しての余剰次元等の探
索 

4.  o‐Ps の 3 本のガンマ線への崩壊における CP の
破れの探索 



[1] o‐Ps 寿命測定 

1995  2001  2007 



束縛系QED 
非常にシンプルな系であるが、理論的にはたいへん難しい 
自由粒子と異なり基本的に非摂動論的 
     高次輻射補正の計算が困難 
水素原子とも違う (annihila]on processなど) 

NRQED (Nonrela]vis]c quantum electrodynamics)  
計算手法の発達。高次輻射補正の計算が可能になった 
rela]vis]c part(～m)、nonrela]vis]c part(～mα)を分離して
計算 
2000年、o‐Ps崩壊率 O(α2) by Adkins et al 
O(α)~%, O(α2)~200ppm 

o‐Ps の寿命測定を通して、束縛系
QED の精密検証 



o‐Ps 寿命測定の歴史

ポジトロニウムの寿命問題 
Exo]c par]cle?? 

O(α2) の検証
東大

今回の話

解決 
(Pick‐off 補正) 



o‐Ps 寿命測定装置

シリカパウダー

ライトガイド

½インチPMT(トリガー用) 

68Ge 

e+ 

65mm 

プラシン 
(1mm)  105mm 

1インチPMT 
　(アンチトリガー用) 

o‐Ps 生成部

ガンマ線検出器 
•  YAP シンチレータ 

 (寿命測定) 
•  Ge 半導体検出器 

 (Pick‐off 測定) 



高統計な測定に適したYAPシンチレータを導入 

YAP (YAlO3）シンチレータ　(チェコ製） 
減衰時間 30ns 
光量 40% (NaI比) 
少し青い 370nm 
Z=39 
物性：　潮解性がなく、硬くきれいな結晶 
光の減衰長 ～ 20cm 

NaI(減衰時間230ns)と比べて 
     pile up が大幅に減少  高統計化 

優れた時間分解能(～400ps) 

 低エネルギーの時間測定にはbest solu]on 

γ線検出器 (シンチレータ) 

400ps@511keV 

今回使用したYAPの結晶 
5cm×5cm×3.3cm 

時間分解能



3γ+pick‐off 

3γspectrum 

3γ規格化領域

pick‐off 

Pick‐off の理解が鍵

•  せっかく Ps が出来ても、物質との相互作用で対消滅してしまう!! (Pick‐off) 

•  Pick‐off のレートは、時間依存 (Ps 出来てすぐは、~1eV で運動しているの
が、~1/30eV まで分子との弾性散乱を繰り返して減速) 
 ⇒ 寿命測定の際の系統誤差の原因 

•  Ge 半導体検出器を用いて、各時間領域での pick‐off の割合を正確に求める

Ge 検出器の 
エネルギースペクトル



RUN II (パウダー) 

熱化過程を反映

RUN I （エアロジェル）

得られた pick‐off の割合
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タイムスペクトラムの 
フィッティング関数に組み込み

•  物質によって異なる (1~3% 程度) 
•  非常に強い時間依存性

昔の測定は、これを定数だと思っていたためにずれていた



YAP で得られた 
o‐Ps の寿命スペクトル

先程の pick-off の補正を考慮した関数で fit 

σ=1.2ns p‐Ps、annihila]on 

YAP: 減衰時間 30ns 
  & 遅い成分が少ない 
⇒ 良い時間分解能 
     & パイルアップ小
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精度 
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4 実験を combine 

2.6σ で  O(α) とズレ 
⇒ O(α2) 補正項を支持

Phys. Lex. B 671(2009)219



[2] 超微細構造の測定 



Ps の HFS は、理論値と測定値の間
に、3.5σ のズレ

理論と測定が、 
systema]c に 
ずれている！！

3 MHz 程度のずれ 
 (~10ppm)

すべて間接測定で、84 年を最後に測定されていない



X 

X 

超微細構造のズレが何を意味するか

•  理論計算が間違っている 
–  自由粒子の QED 計算と違い、束縛系の計算はそれなりに難しい 

–  3 次の項の計算も、今世紀に入ってから 
•  各測定に (共通の?) 間違いがある 

–  o‐Ps の寿命問題と同じく、熱化の効果が見えている? 
–  後述します 

•  未知の物理の可能性 
–  相互作用の弱い未知の粒子の介在 

–  重い粒子には感度が弱いが、g‐2 と違い、 
 s‐channelの効果も見える 

 (~MeV 程度の弱結合擬スカラー) 

われわれが、はっきりさせましょう



203GHz の直接遷移測定

•  o‐Ps と p‐Ps の直接遷移 = 禁止遷移: 長寿命 
•  203GHz = ミリ波: 大強度光源は存在しなかっ
た 

•  世界初のミリ波領域での分光測定をめざす 

 ジャイロトロン + ファブリペロー共鳴空洞 
 (入射パワー 100W + Q 105 で 2 % の遷移) 



大強度ミリ波源 = ジャイロトロン

本測定用に開発されテスト中の
ジャイロトロン(Gyrotron FU CW V)

電源・制御部

実験室

約
2m




ジャイロトロン 開発状況

•  福井大学遠赤外センターと共同で開発。
•  製作は終了し、エージング・動作テスト中。
•  定格出力100W, 200W程度まで出せる可能性も

– 現在発振に成功したところ。出力8.5W。
– パワーアップのためのエージング中。

•  中心周波数203.08 GHz (実測値)。
– 周波数変調幅は数百MHz程度の予定。未計測。
– 数GHzの変調可能なジャイロトロンもすでに製作 
されており今後改造により変調幅の拡大も可能。

•  単色性は極めて高く、10kHz程度。



ファブリーペロー 
共鳴空洞

•  銅製の confocal cavity 

•  ピエゾステージにて調整 

•  試作品にて、Q~105 を確認 

•  入射のカップリングが問題 
 → メッシュによる結合 

本年中に実機作成、203GHz 直接遷移測定へ
(世界初のミリ波領域での分光測定)



ppm の精度を出すもう一つの方法 
間接測定

€ 

ΔE '= 1
2
Δ 1+ x 2 −1[ ]

x = 2gµ0H0 /Δ

o‐Ps 起源の混合成分

p‐Ps 起源の混合成分

HFS (Δ=203GHz)

この、シフトしたレベル差を測る

シフトしたエネルギー準位を測ることに 
よって、間接的に HFS を求める 

0.866T の時、エネルギー差 2.86GHz 

RF によって励起可能 
→ 励起後、ミキシングによって 2γ 崩壊 
→ 2γ レートの変化から準位差 



例えば、昔行われた実験の setup

•  Phys. Rev. A 15(1977)241 Carlson, Hughes & Lindgren

7.8kG の磁場 

2.3GHz RF Cavity 
Na‐22 陽電子源を用いて、 
Cavity 中のガスで Ps 生成

NaI(Tl) で 2γ のレートをモニタ 
Back‐to‐back を選別

磁場の強度を変えて、 
共鳴時の磁場の強さを測定 
→ シフトしたエネルギー準位 
→ HFS のエネルギー間隔

磁場

2γ レート

共鳴による増加 < 10%



B=0.866 T

われわれの計画している 
新しい setup

•  基本原理は、これまでの実験を踏襲 
•  磁場を用いてレベルシフトさせ、共鳴 RF の印加
による 2γ 事象の増加を測定する

2856MHz 
発信器 
+AMP 
(500W CW) 

Positronium 
生成装置

Cavity 

大型磁石 

γ線検出器

γ線検出器

γ線検出器

γ線検出器

γ線検出器

γ線検出器



Setup(1) 大型超伝導磁石
↓使用予定の磁石（KEK低温センター）。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大きなサイズで高い精度の磁場を得る。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在、予備調査（下図）では10 cmの 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広い領域で70 ppmの高い精度が 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　得られている。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今後の調整でppmの精度を目指す。
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Setup(2) Cavity

2854 2855 2856 2857 2858

-310

-210

-110

Q=14183
f=2855.7896MHz

Frequency [MHz]
P 

   /
P 

  in
ou

t

・ 純銅製のキャビティ 
・ 内部に N2 ガス (0.3~2 気圧) を入れて 
    Ps 生成 
・ Q=14183 (実測) 
・ 500W pulse RF でのテスト OK

2856 MHz の RF (500W CW) を入れて o‐Ps の遷移を起こす

TM110 mode



Setup(3) 陽電子タグ

•  昔の実験では測定されてない新しい情報 
•  薄いシンチレータを 22Na 線源の前に置いて、e+ の放出
された時間 (Ps の生成された時間) を見る

潰したシンチレーションファイバ 
Cavity の外まで光を連れ出す

厚さ 0.2mm

Cavity

Sci‐Fi
Na‐22

e+

N2 

Ps



•  Ps の生成時間 

 → delayed coincidence 
•  S/N の向上

昔の実験では、ガンマ線しか見ていない 

対消滅からのガンマ線/p‐Ps からのガンマ線がすべて BG になる

ポジトロニウムの寿命スペクトル
無関係なゴミ

この成分の遷移からの 
2γ を見たい

]ming window



昔の実験では、ガンマ線しか見ていない 

Ps の生成タイミングがわからないと、物質の効果を正しく評価できない

物質 = N2 ガスは必須 
・ e+ の減速体 
・ e‐ の供給源

HFS に対する大きな系統誤差原因 
・ 物質の電場 (Stark 効果) 
・ Ps のコリジョンによる pick‐off

昔の実験では、ガス密度を変化させ、 
真空に外挿して評価した



昔の実験では、ガンマ線しか見ていない 

Ps の生成タイミングがわからないと、物質の効果を正しく評価できない

物質 = N2 ガスは必須 
・ e+ の減速体 
・ e‐ の供給源

HFS に対する大きな系統誤差原因 
・ 物質の電場 (Stark 効果) 
・ Ps のコリジョンによる pick‐off

これだけでは不十分

Ps の物質とのコリジョンレートは、 
生成されてからの時間にも依存する 
(生成直後と、熱化後で Ps のスピードが 
 異なるため)



われわれは物質の効果を直接測定する

•  高分解能 Ge 検出器で、2γ/3γ 
の比の時間依存性を直接見る 

•  これにより、物質の効果の詳細
な補正を行う

Ps 生成からの時間

Pick‐off レートの時間依存性

Pi
ck
‐o
ff
 レ
ー
ト


物質の種類、密度の影響



LaBr3 Scin]llator

LaBr3 
Scin]llator

Ge Detector 
(Pick‐off 測定用)

Fine Mesh PMT

Light Guide

Magne]c Field

10 cm

B 

Setup(4) ガンマ線検出器

正面 側面

RF 
Cavity

RF キャビティの周囲に配置 
・ LaBr3 シンチレータ (2γ 測定用) 
・ Ge 検出器 (Pick‐off 測定用) 



LaBr3(Ce) シンチレータ

22Na
511 keV

FWHM  
19.8 keV     
( 3.9 % ) 

実際は 1.5inch×6 個を使用

1 inch

・ 阻止能大 
ρ=5.08, La: Z=57 

・ NaI(Tl) を凌駕する光量 
 ΔE = 3.9% FWHM@511keV 

・ NaI(Tl) より一桁速いレスポンス 
 ΔT = 300ps FWHM@511keV

20ns

137Cs 662keV 
 波形



テスト実験

昨年 11 月/12 月に
KEK低温センターにて 
テスト実験。 
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テスト実験にて RF による遷移を確認
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テスト実験の詳細については現在解析中



HFS 間接測定: 今後の予定

•  第 1 回測定にて、RF による遷移は確認できた 
•  今後は、ppm の精度を目指して各種調整 

–  RF 強度を 500W に 
– 線源強度の最適化 (accidental 対策) 
– 磁場の均一性の向上 (ppm) 

•  今年 5 月くらいに第 2 回測定 

•  (ちなみに、スピン回転による HFS 測定も春に計
画しています。詳細は略)



HFS おまけ (Ps スピン回転)

•  o‐Ps に対して磁場をかけると、スピンが磁場
と HFS の値に依存して回転する 

•  崩壊ガンマ線の分布が時間依存 

•  精度の良い磁場をかけてやれば、スピンの回
転周期からも HFS の値を出す事が可能 

•  あるいは、物性応用?

cf. µSR



HFS おまけ (Ps スピン回転)

h_nai_time3_comp

Entries  7107981

Mean    191.2

RMS     127.5

time[ns]
100 150 200 250 300 350 400 450 500

-1000

0

1000

2000

3000

h_nai_time3_comp

Entries  7107981

Mean    191.2

RMS     127.5

nai_time3_comp

NaI  での寿命スペクトル

永久磁石での試験測定

•  永久磁石と NaI の簡単な
セットアップで測定 

•  春には、超伝導磁石 + LaBr3 
で測定予定



[3] Ps の不可視崩壊の 
     探索 



o‐Ps → invisible 
で見える new physics 

•  余剰次元 
– 非常に大きな (~TeV) の余剰次元 
     階層性問題の自然な解決 

– すべての質量を持った粒子は bulk mode へと逃げる事が
できる (Invisible decay!) 

– 余剰次元の数 n=2 の時 

•  他にも、ミラー粒子 (ε~10‐8)、 

 ミリチャージド粒子 (Q/e~10‐5) など€ 

Γ o-Ps→γ∗ → add dim( ) ≈1.2 ×105 mo-Ps

k
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Γ3γ

余剰次元の 
スケール



実験装置 (シンチレータの物量作戦) 

•  CsI(Tl) 30 本、NaI(Tl) 62 本 
•  511keV 2 本の escape < 10‐9 の設計

Top view 

Side view 

1m 

1.3m 



線源まわり (内部物質による吸収を防ぐ) 

1cm 

40cm 

Fiber 

22Na線源



トリガー関係 
(β+ タグと 1275keV ガンマ線タグで fake を防ぐ) 

source CsI trigger CsI PMT PMT 
PMT-A 

PMT-B 

22Na線源

σ~50keV 

trigger CsI 
keV 



ETot 



結果

€ 

Br(e+e− → invisible) <
2.3

3.55 ×107 × 0.705 × 0.936
< 9.8 ×10−8

€ 

Br(o − Ps→ invisible) <
2.3

4.76 ×106 × 0.705
< 6.9 ×10−7

p-Ps & e+e-対消滅

o-Ps decay 
accidental 

Decay time 

Po-Ps = 13.4 % 



[4] o‐Ps 崩壊での 
CP の破れの探索 



48 

o‐Ps 崩壊を利用した、荷電レプトン系での 
CP  の破れの探索 

•  CPの破れ→クォークセクターでは10‐3で発見されたが、物質・
反物質の非対称の説明にはまだ足りない 

•  レプトンセクターでは未発見 
•  本実験ではe‐, e+の束縛状態であるオルソポジトロニウム(o‐

Ps)を用いてレプトンセクターにおけるCPの破れを10‐3の感度
で探索する 
 (既存の測定値は、約 2% の上限値しか得られていない)



o‐Ps でどうやって CP を測定するか

o‐Ps のスピンの向きと、崩壊時に放出される 3 本のガ
ンマ線で、CP odd なパラメータ

€ 

ˆ s ⋅ ˆ k 1( ) ˆ s ⋅ ˆ k 1 × ˆ k 2( ) : 分布に偏りがあれば CP 保存

+N

o-Ps

2k


1k


3k


S
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o‐Ps のスピンをどうするか

磁場の利用 (~3.5kgauss) 

ただし、スピンが 2 回出てくるので、ベクトル偏極であ
る必要はない (テンソル偏極) 

mz=±1 の成分を選択的に取り出してやる 
 (mz=0 のものを取り除いてやる) 
   ⇒オルソ‐パラミキシングの利用

€ 

ˆ s ⋅ ˆ k 1( ) ˆ s ⋅ ˆ k 1 × ˆ k 2( )



オルソ‐パラミキシング
o‐Ps に磁場をかけると、mz=0 のものは p‐Ps とミキシング 

   ⇒ 寿命が短くなる 
Timing window によって除去可能

mz=0 成分の寿命

5kgauss で 20ns 

100‐270ns の 
window への混入率

5kgauss で 
2% に抑えられる



回転による、系統誤差の除去

10‐3 の感度のためには、D1 と D2 の geometry が ~μm の精度で一致し
ていなくてはならない  
磁場を回転させることにより、N+/N‐ の自分自身の変化を測定する

),( ϕθ　B


[°] 

−N

+N

€ 

ˆ s ⋅ ˆ k 1( ) ˆ s ⋅ ˆ k 1 × ˆ k 2( )

10‐2 の CP 破れを仮定した場合

検出器平面 
= decay plane 

前の項だけが変化

軸対象に回転

自分自身とのさっぴきにより、システマティックエラーをなくす



実際の装置

Ps生成部

γ線検出器(LYSO結晶)

磁石 & リターンヨーク

回転駆動モーター

40cm 



54 

Ps生成およびベータトリガーシステム
シリカエアロジェル 
0.11g/cc φ10 t5 

10 

PMT ファインメッシュ φ2inch 
HAMAMATSU H6674‐10 

300 

e+ 
γ 

pick‐offを抑えるためにシリカエ
アロジェル部分には窒素を流す

o‐Ps 

e+通過 → 25keV ～ 7p.e. 

22Na 1MBq (Eend= 
546keV) 

プラシン t0.1 

黒 : le� 
赤 : right 
青 : sum 



γ 線検出器:  
LYSO 結晶

•  Lu1.8Y0.2SiO5 (ρ=7.1) 
•  Lu: Z=71 
•  高いエネルギー/時間分解能 (σ=150ps @ 511keV) 



磁石 & 回転ステージ

• ネオジム磁石を用いて中心
部で  4.9kG の磁石 

• 回転ステージは、ステッピ
ングモータにより 5mrad の
精度で位置コントロール 

• CAMAC を利用した自作コン
トロールシステム



現在、測定中です

•  山崎君の修士論文としてまとめています 
•  いまのところ、過去の実験の 3 倍ほどの感度は
得られています 

•  夏までに、10‐3 の感度で検証できると考えていま
す



最後のまとめ

•  ポジトロニウムは非常にシンプルな系ですが、ユ
ニークな性質を持っており、new physics に対して
も感度を持ちます。 

•  目的に応じて、いろいろな実験手法をひねり出し
て、測定を行っています。 

•  下手な鉄砲ですが、数撃ってればそのうちあたる
かもしれません


