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【連携推進（具体的な連携推進活動内容とその活動の効果等）】 
 

高エネルギー加速器研究機構（KEK），産業技術総合研究所（産総研），量子科学技術研究開発機構（量研，

ＴＩＡ連携外)による本かけはし連携に加えて，量研と KEK の間の共同研究契約「電子線形加速器ベースの高

強度陽電子ビームを用いた陽電子分光手法の高度化(II)」に基づいた連携で，レプト（LEPD, Low-energy 

positron diffraction）法の高度化の研究を行った。レプトは、低速電子回折(LEED，リード)の陽電子版で、数 10

～数 100 eV 程度の陽電子の垂直入射による表面原子配列解析手法である。放射性同位体を用いた低速陽

電子ビームでの実験ではビーム強度に難があり測定時間がかかりすぎる。そこで我々は、加速器ベースの高

強度パルス低速陽電子ビームを用いたレプト実験ステーションの開発と高度化を計画した。 

本連携研究とその成果を国外にも広報するために，TIA かけはし連携 TK19-016「高品質陽電子ビーム計

測技術の共同利用化に関する調査研究」（代表機関 AIST:研究代表者大島永康）と協力して 4th Japan-China 

Joint Workshop on Positron Science (JWPS1019) 会期中の 2019 年 10 月 30 日に，同じ会場で TIA 

Kakehashi Symposium: Application of Positron Beams を開催した。 

 
 
【調査研究内容（実験等中心に背景・課題と実行された課題解決の内容と結果）】 
 

放射性同位体ベースの装置のビーム強度問題を解決することをめざして，加速器ベースの高輝度陽電子ビ

ームを用いたレプト（LEPD）装置を世界ではじめて開発した。 レプト法は，最表面やその下数層までの原子配

置を正確に定めることができる。それは次のような理由で動力学的理論による解析の精度が高いからである。

第 1 に，非弾性散乱断面積が電子よりも 1.5 倍から 2 倍程度大きく，回折現象に寄与するのは表面近傍(3～5

原子層）の原子のみである。第 2 に，後方散乱断面積が電子より 1 桁近く小さく，回折現象に寄与する多重散

乱が少ない。第 3 に，相互作用が単純で散乱因子の角度依存性が小さい。このため，特にリードを使った表面

研究を行なっている研究者からの共同利用の要望が高い。 

細いフィラメントから出る電子ビームを使うリードと異なり，レプトではビームライン内を送られてきた陽電子ビ
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ームを使うので，回折パターンを蛍光板の裏から写真にとってデータとすることができない。そこで、遅延アノー

ド検出器（DLD）を用いて電気的にパターンを記録する。これにより加速器ベースの装置としては初の Ge(001)-

c(4×2)表面のレプト・パターンの取得に成功した。さらに，輝度増強した陽電子ビームを輸送する静電レンズを

太く長くすればバックグラウンドノイズを減らせること，最初に設置した DLD には十字型の不感領域があった

が，3 層型のＤＬＤを使えばそれを解消できることがわかり，両方の改良を実現した。改良装置によるレプトの測

定は次期ビームタイムに予定しているが，電子銃を用いたリードの動作試験では良好な結果が得られた。 

 

論文 

(1) K. Wada, M. Maekawa, I. Mochizuki, T. Shidara, A. Kawasuso, M. Kimura, T. Hyodo, "A pulse stretcher for a 

LINAC-based pulsed slow-positron beam providing a quasi-continuous beam with an energy of 5.2 keV", submitted 

to Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A. 

 

学会発表 

(1) 和田健他「Ge(001)-2x1 表面からの低速陽電子回折図 形の観測 II」第 56 回アイソトープ・放射線研究発

表会 2P-II-03, 2019 年 7 月 4 日.  

（2） 永井康介「低速陽電子実験施設の現状」 Photon Factory News 37，No.2、10．  

(3) K. Wada, et al., “A low-energy positron diffraction (LEPD) experiment station for a linac-based slow-positron 

beam”, 15th International Workshop on Slow Positron Beam Techniques and Applications (SLOPOS-15) IT-1, 

12019 年 9 月 2 日. 

(4) I. Mochizuki, et al.,, “Present Status of the Slow Positron Facility of Institute of Materials Structure Science, 

KEK”, 15th International Workshop on Slow Positron Beam Techniques and Applications (SLOPOS-15) P-30, 

2019 年 9 月 3 日. 

(5) 和田健他「低速陽電子回折装置の開発」VACUUM2019真空展「大学・公的機関における真空科学・技術・

応用の最先端研究紹介」 2019年9月5日. 

(6) K. Wada, et al., “Observation of low-energy positron diffraction patterns with a linac-based slow-positron 

beam”, 2019年日本表面真空学会学術講演会3Fa-07, 2019年10月29日. 

(7) 和田健他，「低速陽電子回折(LEPD)の特徴と装置開発」，2019年日本表面真空学会学術講演会 2P30, 

2019年10月29日. 

(8) T. Hyodo, “Total-reflection high-energy positron diffraction (TRHEPD) and low-energy positron diffraction

（LEPD） stations and experiments at KEK”, 4th Japan-China Joint Workshop on Positron Science (JWPS1019) 

T-03, 2019 年 10 月 30 日. 

(9) K. Wada, et al., “Improvement of a detection system for observing low-energy positron diffraction using a 

linac-based slow-positron beam”，4th Japan-China Joint Workshop on Positron Science (JWPS1019) T-05, 2019

年 10 月 30 日. 

(10) 永井康介・兵頭俊夫「総合討論–共同利用拠点活動状況報告：KEK共同利用施設紹介」京都大学複合原

子力科学研究所専門研究会「陽電子科学とその理工学への応用」 2019年12月5日. 

(10) 和田健他「センターホール付き3層遅延線アノード検出器の低速陽電子回折(LEPD)装置への導入」京都

大学複合原子力科学研究所専門研究会「陽電子科学とその理工学への応用」 2019年12月5日. 

(11) 和田健他「低速陽電子回折(LEPD)ステーションの開発とイニシャルデータの取得」 2019 年度量子ビー

ムサイエンスフェスタ，2020 年 3 月 13 日. 
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(12) 永井康介他「低速陽電子実験施設報告」 2019 年度量子ビームサイエンスフェスタ，2020 年 3 月 13 日. 

(13) 兵頭俊夫他「低速陽電子回折法による表面構造解析」 2019 年度量子ビームサイエンスフェスタ，2020

年 3 月 14 日. 

 

受賞 

(1) 日本表面真空学会 令和元（2019）年度 技術賞 

和田健他，“Observation of low-energy positron diffraction patterns with a linac-based slow-positron beam” 

 

 

【今後の活動予定】 

 

触媒やスピントロニクス関連材料など，最表面の特性を利用する材料は今後ますます重要になってくる。そ

のような材料の表面構造解析をテーマとして，本課題の成果を活かした申請を行い，科研費基盤Ａ，JST-

CREST，JＳＴ未来社会創造事業等の競争的資金の獲得を目指す。 

 

 

 

以上 


