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我々は，独立行政法人理化学研究所の重イオン線形加速器からの7ｏｚ、ビームをzolBi標的に照射し，ビーム核と標的

核との完全融合反応によって合成される，原子番号113,原子質量数278の原子核278113の崩壊を観測することに成功

しました．ビームやその他実験にとってバックグラウンドとなる粒子から分離された目的の核は，半導体検出器に打ち

込まれ，そこで４回の連続したα崩壊をした後，自発核分裂を起こして崩壊しました．４回目のα崩壊の崩壊エネルギー

と崩壊時間，それに引き続いて起こった自発核分裂の現象と崩壊時間は，既知の崩壊連鎖である2``Ｂｈ(原子番号107)→

Z62Db(原子番号105）のものと矛盾がなく，これらの崩壊に先立って起こった３回の連続したα崩壊は278113→274Ｒｇ(原

子番号111)→270Ｍt(原子番号109)→という，これまでに報告されていない新同位体の崩壊であると結論づけました．

観測された原子数はわずかｌですが，保守的な言い方をすれば，今回合成された278113は，実験的に原子番号と質量数

を決定されたものとしては，原子番号，原子質量数ともに最大のものであり，新元素の発見の可能性があると考えてい

ます．

１超ウラン元素生成小史

天然に存在する元素は94種類ですが，その中で43番テク

ネチウム（Tc)，６１番ﾌﾟロメチウム（P、)，９３番ネプツニウ

ム（Np)，９４番のﾌﾟルトニウム（Pu）は，人工合成による存

在確認が天然での発見に先立つ珍しい元素です．原子番号

94を超える元素は，すべて原子核反応によって人工的に合

成されたものです．原子核反応を用いてより大きな原子番

号の元素を合成したい，そしてその物理的化学的性質を研

究したいという欲求は，初めての人工合成以来絶えず人々

を駆り立ててきました．こうして得られた実験結果は，原

子核の安定性に関する知見を与え，また重核同士の核融合

反応のメカニズムを解明する研究の発展に寄与しています．

また化学においては新元素の化学的性質が，それまで知ら

れていた同属元素の性質との比較において研究され，新元

素が周期表に占める位置がどうなるかということが，熱い

議論の的となっています．

原子番号93ネプツニウムから101番メンデレビウム

(Ｍｄ)までは中性子，重陽子，α粒子といった軽い核で標

的を照射して合成されました，101番Ｍｄより大きな原子

番号の元素は，重イオンビームを用いて合成されてきまし

た．９３番から103番ローレンシウム(Lr)までの元素はアメ

リカのグループによって発見され，１０４番ラザホージウム

(Rf)から１０６番シーポーギウム(Sg)まではアメリカ，旧ソ

連の競争の中で発見されました．107番ボーリウム（Bh）

から１１２番元素(未命名）まではドイツの研究グループに

よって発見されています.'）これらは，中性子数や陽子数

が魔法数であり安定性の高い208ｐｂまたは２０，Biを標的とし

て用いることにより，融合した複合核の励起エネルギーを

低くし，放出する中性子を１個に抑える反応（いわゆる冷

たい融合ColdFusion反応）で合成されました．ドイツの

研究グループで発見された核種はすべて，α崩壊して既知

の核に到達しており，そのことによって核種の同定が行わ

れました．112番，113番，114番，115番，116番，118番元

素発見の報告がロシアを中心とした国際共同研究ｸﾞループ

によってなされています．これらの核種はすべて，z38u

2料pu,248ｃｍ等のアクチナイドの標的に48Ｃａのビームを照

射して複合核を形成し，３ないし４個の中性子放出を経由

して合成されました（いわゆる熱い融合HotFusiojn反応)．

図１は2004年前半時点で合成が報告されている核種を示し

ています．縦軸に陽子数，横軸に中性子数をとって核種を

表現したものを核図表と呼んでいますが，核種の崩壊様式

が色別に示してあります．楕円で囲まれた領域はロシアを

中心とした国際共同研究グループによって研究されている

領域です.2）合成された核種はすべて，何回かのα崩壊を

繰り返した後に，自発核分裂を起こして崩壊していますが，

自発核分裂を起こした核がそれまでに存在を知られていな

い未知核であるために，観測された原子核の原子番号と質

量数を，純）枠に実験データのみから確認することはできて

いません．励起関数の測定など，いくつかの傍証を与える

実験を行って実験結果の信瀝性は増していますが，上記の
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図１７|亥図表の終端部分．楕円で囲まれた領域はロシアのフレロフ核反応

研究所を中心とする国際共同グループによって研究されている領域．この

領域はすべての崩壊チェーンが未知核の自発核分裂で終了しており，実験

的手法だけから原子番号と質量数を特定するのが難しいと考えられていま

す．
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理由でこれらの元素が命名されるには至っていま

せん．また2004年以前には日本を含めたアジアの

研究グループが新元素発見に寄与することはあり

ませんでした．

なお現在IUPACによって命名がなされている

最大の原子番号のものは，111番元素Ｒｇ(Roent‐

genium)であり，２００４年に命名されました.3）

１．１理研リングサイクロトロン施設での研究

理化学研究所(以下理研）のリングサイクロト

ロンRIKENRmgCyclotron（RRC）は1986年１２

月に初ビームの取り出しに成功し，それ以降重イ

オン核物理やその他加速器関連研究に広範に利用

され，成果を上げてきています．重元素合成に関

する研究も当初から計画され，ＲＲＣでの大型測

定装置の第１号として気体充填型反跳分離器

Gas-皿edReconIonSeparator（ＧARIS)が設置さ

れ,4)研究がスタートしました．筆者はGARISの

設計にかかわり，以来重元素探索を今日まで続け

ています．1987年ＧARISに初ビームを通した当時，

RILＡＣ施設

CSM加速タンク RILＡＣ加速タンク

lGAR'Sｌ

図２理研ＩｍＡＣ施設の概略図．図中１８ＧHzＥＣＲイオン源とRFQ-リニアックの開発に
よってビーム強度の増大が図られました．入射ビームのエネルギー決定精度が実験にとっ

て決定的な役割を果たしますが90.電磁石の磁場の精密測定と，約４メートルの距離間のビ

ームバンチの時間差を独立に測定することによって0.2％のエネルギー決定精度を実現して

います．ＣＳＭ加速タンクの建設に当たり東京大学原子核科学研究センターからの資金協力

を得ました．

い，大きく状況が変わりました．ＧARISが設置してあっ

たＥ１照射室が，現在の加速器から次期加速器へのビーム

輸送に用いられることが決定し，ＧARISをＲＲＣのビーム

が供給される実験室に置くことができなくなりました．ま

た，RIBＦ計画で主たる入射加速器となる重イオンリニア

ックRIKENLinearAccelerator(RILAC),)の最高エネル

ギー向上と，大強度かつ安定したビームの供給の開発が必

要となりました．そのために，１８ＧHz-ECRイオン源,'0）

周波数可変ＲＦＱ加速器,ｕ）それにChargeStateMultipne正

(CSM)'2)と呼ばれる加速器がRILＡＣに付設されました．

これらはすべて理研で独自に開発された装置です．これに

よってRILＡＣからの重イオンビームは融合反応を起こさ

せるために十分なエネルギーを持つことになり，また

RIBＦスタートまでの数年間，RILＡＣで重元素合成の研究

を行う体制が整いました．この時点でＧARISはRILＡＣの

照射実験室に移設されることとなり，大掛かりな引越しを

行いました．またこの引越しを好機として，ＧARISに大

幅な改良が加えられました．重要な改造は，先に述べた問

題点と関連した，バックグラウンドの低減化のために／電

磁石の構成を，それまでD-Q-Q(Ｄは双極，Ｑは四重極電

磁石を意味します）だったものに双極電磁石を追加して

D-Q-Q-Dとしたこと，高励磁時に焦点面で収束力が不足

していたのを改善するため電磁石間の相対距離を変えたこ

との２点です．このRILＡＣとGARIS改造の結果，先に述

べた四つの問題点のほとんどすべてが解決されました．図

2にRILＡＣ施設の概略図を示します．

２０００年から２００１年にかけて基盤設備の整備を完了させた

後，新GARISの基礎データの蓄積を行い，２００２年からフ

ルスケールの実験を開始しました．その結果，108番，１１０

番，111番，112番元素のドイツ重イオン科-学研究所GSIの

グループによって行われた実験を追試し，2004年７月１１３

ています．1987年ＧＡＲＩＳに初ビームを通した当時，発見

されていた最大の原子番号を持つ元素は109番元素マイト

ネリウム（Ｍｔ)でした．

ＲＲＣ施設では，ＧARISそのものについての理解を深め

る研究や’大強度ビーム使用に不可欠な回転式標的の開発，

分離器のガス充填領域とビーム輸送系の真空領域を，膜を

使わずにつなぐための差動排気系の設置など，ＧARIS周

辺実験装置の改良が行われました．また加速器グループの

尽力によりビーム強度の増強がなされ，８６番元素ラドン

(Rn)，８７番元素フランシウム（Fr)の新同位体’97Rn，

l97mRn,196Rn,2ooFr,199Fr等の発見で成果を上げることがで

きました.5-8）

しかしながらＲＲＣ施設では新元素の本格的な合成実`験

を始めるには至りませんでした．その主要な原因は四つあ

り，二つは加速器に関するもの，残りの二つは測定装置に

関するものです．理研のリングサイクロトロンは比較的高

いエネルギーの重イオン加速のために作られた加速器であ

り，そのビームエネルギーは融合反応を研究するためには

高すぎるというのが1点，またビーム強度が本格的な探索

実験をするには不足していたというのがもう１点です．測

定器では，ＧARISの収集効率と質量分離能力が設計値を

下回っていたため，効率的な測定には不十分でした．これ

は設計段階における四重極電磁石の漏れ磁場の影響の評価

が適当でなかったためであることがＲＲＣでの研究で明ら

かになりました．最後の問題は，バックグラウンド対薑策が

十分でなかったことでした．その理由は，ＧARIS設計時

点ではバックグラウンド粒子の種類や発生源が的確に把握

できなかったことにありましたが，これもＲＲＣの研究で

理解が進みました．

ＬＺＲＩビームファクトリー計画とGARISの移設

理研の「、ビームファクトリー(RIBF)計画｣進行に伴

5,,特集新発見の１１３番元素

© 2005 日本物理学会



番元素からの崩壊を確認するに至りました．一連の実,験は

ColdFusionの方法を採用し遂行しました断面積を考え

ると困難な選択ともいえますが，合成された核のα崩壊が

既知核に達する可能性が高く，原子番号と質量数の実験的

確定の確実性を重視した採用でした．

時間を持った核種につながったとき，崩壊を逆にたどって

未知核種の同定を行うことができるのです．

連続崩壊事象を解析するときに問題となるのは，実は

別々の事象だったものを連続崩壊であると誤認識してしま

う，いわゆる偶然の相関です．検出器の計数率と空間分解

能によって偶然の相関を作り出す確率が決まるので，出し

たデータの信頼度を上げるためには，反跳分離器の分離能

力を高くし，半導体検出器の位置分解能を良くすることが

実,験者に要求されます．

2.2気体充填型反跳分離器ＧARIS

さて，融合蒸発反応で生成される原子番号の大きな蒸発

残留核を，自身とほぼ同じ方向に飛び出して行くバックグ

ラウンド粒子（入射･ビーム粒子やその他目的としない粒

子）と分離し，ある１点で収集することを考えます．通常，

静磁場と静電場を用います．融合蒸発反応で生成される蒸

発残留核は,速度(Ｕ)があまり大きくなく(0015＜β＜0026,

β＝U/c,ｃ:光の速さ)，このような速度範囲では，標的から

飛び出したときのイオンは中性でもなく，また，完全電離

もされていません．その荷電状態(のはある平均`値(gav）

の周りに分布しています．イオンが真空中を飛行していれ

ば，荷電状態は生成されたときと変わりません．このよう

なイオンを，イオンの進行方向に対して垂直な一様静磁場

中に導くと，イオンはローレンツカを受けて円運動を行い

ますが，その軌道はＢｐ＝００２２７×Ａ×("/fﾉ0)/ｑ(Ｔｍ:テス

ラ。メートル）という式で与えられます．ここでＢは磁束

密度(T:テスラ)，ｐは軌道の曲率半径(ｍ:メートル)，Ａ

はイオンの原子質量数，ｚＷはイオンの速度(m/s:メート

ル/秒）および荷電状態(ｃｃ(電気素量×クーロン))，DCは

水素原子のポーア速度(基底状態の水素原子の軌道運動の

速さｒｃ/137＝2.19×106ｍ/s）をそれぞれ表しています．磁

束密度と曲率半径の積Ｂｐは磁気剛性と呼ばれ，磁場中で

運動する荷電粒子の曲げられ難さに対応する量です．上の

式から分かるように，軌道半径ｐはイオンの運動量に比例

し，荷電状態に反比例します．したがって標的直後で荷電

状態の異なるイオンは磁場中で別の軌道を通るため同じ場

所に収束せず，結果として収集効率が大きくできません．

つまり静磁場のみを使い，かつ粒子軌道を真空にした場合，

効率の高い反跳分離器を作ることは一般に困難なのです．

この困難を克服するため，静磁場と静電場を組み合わせる

方法，静磁場中にガスを充填する方法の２通りの方法が通

常用いられます．

まず静磁場と静電場を組み合わせる方法について説明し

ます．静磁場によるローレンツカも静電場によるクーロン

カも，どちらも荷電状態に比例しますので，ｑＥ＝9(D×Ｂ）

(ここでＥは電界(V/ｍ:ボルト／メートル)）となる条・件を

設定するとイオンの荷電状態に関係なく，特定の速度〃＝

E⑮の粒子だけが力を受けずに直進し，それ以外の速度の

ものは偏向されます．つまり速度の違いによる筋い分けが

可能になります．このタイプの分離器はウィーン（wie､）

2．実験の方法

2.1実験の概要

超重元素領域の元素合成には重イオンビームを用いた核

融合反応が用いられます．この際，ビームエネルギーの選

択が極めて大切で，エネルギーが高すぎると破砕反応が主

となり融合反応は起こらなくなる一方，低エネルギーでは

標的核とビーム核との静電反発力によって核表面同士が接

触できずやはり融合反応を起こし難くなります．したがっ

て，通常，正面衝突をした核同士の表面がちょうど接触す

る程度の衝突エネルギーが選ばれます．

このような衝突エネルギーで融合した重い核(複合核）

は基底状態にはなく，一般に励起しています．複合核は１

ないし数`個の中性子放出によって励起エネルギーを開放し，

蒸発残留核が入射ビームとほぼ同じ運動量をもって標的か

ら飛び出します．飛行している蒸発残留核は，ビームやそ

の他目的としない粒子から分離するために，反跳分離器と

呼ばれる分離装置を通過させた後，検出装置に導入されま

す．目的とする核は１日に１個以下，極端な場合は100日

に１個といった割合でしか生成されない一方，ビームの粒

子は毎秒1012個程度，ビームにはじき出された標的粒子は

毎秒103個程度の強度で反跳分離器に入射して来ます．そ

のため，目的としない粒子を極力分離。除去し，かつ目的

とする粒子に対しては極力大きな収集効率を持つことが反

跳分離器に求められる性能です．

検出装置にも高い性能が求められます．ここで用いた検

出装置は，飛行時間測定装置と，それに続く位置感応型の

半導体検出器から構成されています．蒸発残留核は飛行時

間を測定された後，半導体検出器に打ち込まれ運動エネル

ギーの測定が行われます．測定された飛行時間と運動エネ

ルギーから蒸発残留核の大まかな質量が導出されます．原

子番号の大きなイオンに対する運動エネルギー測定の分解

能が十分でないために，質量数を特定することはできませ

んが，得られる大まかな質量範囲が解析における重要な情

報となります．半導体検出器に打ち込まれた蒸発残留核は，

検出器中のほぼ同じ場所で崩壊します．半導体検出器内で

不安定な核が崩壊するとき，検出器からは崩壊エネルギー

と崩壊位置，それに崩壊時刻の情報が得られます．このと

き検出器上流に置かれた飛行時間測定用の検出器は信号を

出しません．以上をまとめると，飛行時間測定用検出器を

通過した蒸発残留核が半導体検出器に入射し，その場所で

連続的に崩壊する信号を選び出すことによって，放射'性重

核種の検出が行われます．未知の崩壊エネルギーと崩壊時

間を持った核種が崩壊して，既知の崩壊エネルギーと崩壊
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フィルターと呼ばれています．速度分解能は主

として印加される静電場の電界強度と電極の長
一〉

Gas-filledrecoilionseparatol
(気体充填型反跳分離装置）

さで決まりますが，典型的には５％程度です．

融合反応を起こさせるためのビーム粒子のβ

値はほぼ0.1（当核子エネルギーＳＡＭｅＶ）なの

で,００１５＜β＜００２６である蒸発残留核と分離す

ることが可能です．また標的反跳粒子の速度は，

運動学から常に蒸発残留核の速度の２倍になっ

ているのでこれらも分離可能です．ドイツの重

イオン科学研究所(GesellschaftfnrSchwerion-

enforschung;GSI)のSHIPと呼ばれる装置はこ

のタイプの装置で，原子番号107から112まで

の新元素の発見はこの装置を用いて行われまし

た.'）

もう一つの静磁場中に希薄なガスを詰める方

法を，理研やロシア原子核共同研究所(Joint

InstituteforNuclearResearch;ＪINR)のフレロ

フ核反応研究所(F1erovLaboratoZyorNuclear

Reaction;FLNR)の実,験チームは採用していま

す.2）イオンがガス中を飛行していくとき，イス

弾性
ピー

（

(曰的とするｲｵﾝの軌道
０１２(、）

気体充填型反跳分離装置ＧARIS,電磁石の中力図３気体充填型反跳分離装置ＧARIS,電磁石の中が希薄な気体(現在はヘリウムを使用）で

満たしてあるのが特徴．気体を満たすことによって収集効率が格段に大きくできます．気体

を満たした領域と高真空である加速器のビーム輸送系との間は，膜を使わずに差動排気によ

って隔てられています．また検出器箱は気,体充填領域と薄膜(11｣しｍのマイラフオイル)で仕

切られておりｌＯ－４Ｐａ(パスカル)程度の圧力まで排気されています．また大強度ビームによ

って標的が溶解したり破壊したりすることを避けるために回転式の標的が採用されています．

表１ＧARISのイオン光学的性質

す.2）イオンがガス中を飛行していくとき，イオンは衝突

を通してガス分子と電子のやり取りを繰り返します．その

結果イオンの荷電状態は，ガス中での平均値(9KW)の周り

で増減します．ガスが充填されている領域に，イオンの進

行方向に対して垂直な静磁場がかけられていると，イオン

軌道の曲率半径は荷電状態が変化するたびに変化します．

このときイオンとガス分子の衝突頻度が高く，荷電状態交

換に対するイオン平均自由行程が電磁石の中心軌道半径に

比べて十分短いならば，このイオンの軌道は，既出の式の

ｑをgayで置き換えてＢＰ＝0.0227ｘＡｘ(D/DC)/9avと書ける

ことが知られています．この式でqavはイオンの荷電の始

状態には関係しない量なので，イオンの荷電の始状態には

関係なく同じ点に収束させることができるようになり，そ

の結果収集効率を大きくすることができます．

理研の気体充填型反跳分離器ＧARISは図３に示します

ようにD1-Q1-QZ-DZという並びの電磁石で構成されてい

ます．ＧARISのイオン光学的な性質を表１にまとめてあ

ります．平均電荷を与えるためのガスとして，標的および

電磁石の領域には70～lOOPa(パスカル)程度の圧力のヘ

リウムガスが充填されています，ガスはＤ２の下流側から

供給され，標的の直前に設置された差動排気系で排気され

ます．差動排気系はガスの充填されたGARIS領域と，高

真空が要求される加速器。ビーム輸送系とを，間に隔壁を

使わずに接続するために設置されています．またGARIS

の焦点位置にある検出器箱はl0-4Pa程度の圧力まで排気

されていますが，ガス充填領域と真空領域は１１'ｍの厚さ

のマイラーフォイルで隔てられています．

図３中には入射ビームのおおよその軌道が表されていま

す．入射ビームはＤ１電磁石内に設置されたＴａ（タンタル）

製のビームストッパーで止められます．入射ビームとビー

横倍率

縦倍率

運動量分散

横方向角度アクセプタンス

縦方向角度アクセプタンス

立体角アクセプタンス

軌道全長

－０．７６

－１．９９

０．９７ｃｍ/兜

±６６TnTRn

±５７ｍｒａｄ

ｌ２２ｍｓｒ

５､７６ｍ

ムストッパーとの散乱により多量の荷電粒子が発生し，こ

れがバックグラウンドを作る主な原因となっています．

Ｄ２はここで発生した粒子を焦点面検出器に入射させない

ようにするために設置され，効果的なバックグラウンド粒

子の除去に役立っています。

2.3検出系

GARISの焦点面に設置されている検出系は飛行時間測

定用検出器と半導体検出器で構成されています．検出器の

写真と概略図を図４に示します．

飛行時間の測定には２台のマイクロチャンネルプレート

(Micro-ChannelPlate:MCP)検出器を用います．粒子軌道

中に挿入した薄膜から放出される２次電子を，静電場によ

ってビーム軸方向に加速し，静電ミラーによって直角に曲

げた後，粒子軌道の下側にセットされたＭＣＰで検出しま

す．約30ｃｍの距離を隔てて配置された２台の検出器から

の信号の時間差を測定しています．

この飛行時間用検出器の下流に，半導体検出器５枚を箱

状に配置したSSD-Boxが設置されています．それぞれの検

出器の有感領域は６０ｍｍ×６０ｍｍとなっています．ＳＳＤ－

Ｂｏｘの５枚の検出器のうち，粒子の入射軸に対し垂直にセ

ットされた（箱の底に相当する）検出器は16個の短冊形

(3.75ｍｍ×60ｍｍ）に分割されており，一つ一つの短冊は

抵抗分割方式によって長手方向（垂直方向）の位置を測定

できるようになっています（PositionSensitiveDetector：

特集新発見の113番元素 701
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PＳＤ
2.4重イオンのヘリウムガス中での平均電荷の測

定とGARISの収集効率

ＧARISの電磁石の磁場設定を正しく行うために

は，ヘリウム中での重イオンの平均電荷を知る必要

があります。未知の原子番号の核の探索を行おうと

しているので，当然のことですが測定された値はあ

りません．したがってできるだけ原子番号が大きく，

速度の近い核のイオンの平均電荷を知り，目的とす

る重核のイオンの平均電荷の値を推定することが必

要です。我々は様々な融合蒸発反応で作られた蒸発

残留核と，標的核の０.方向への反跳を使い，それ

ら重イオンのヘリウムガス中での平均電荷を，

ＧARISを用いて測定しました測定された結果を

図５に示します．図の横軸は(Ｄ/〃｡)×ｚ1,3という量

が採ってあります。ここでｚはヘリウム中を走るイ

オンの原子番号です．横軸にとった量はプポーアの

理論によれば気体中を走るイオンの平均電荷が

gay＝(Zﾉ/ＵＯ)ｘＺ１/3という関係式で表されることに基

づいています．測定された値から５＜(U/zﾉ｡)×ｚ,/3＜

20の範囲でqav＝0.62×(Ｕ/り｡)ｘＺ１/3という実験式を

た．この実I験式を使うことによって，まだ測定され

焦点面検出器 ><=>二夛参＝

霞
＜三二二三

￣

SＳＤｂｏＸ

￣
１０，ｓ

Ｐ

ＭＣＰ］

■TI、P

牌
潔
鈩
緑
穏
織

了
醇
’
．
煩
‐
！
‐
，
虜

７
‐

図４焦点面検出器．飛行時間測定用の２台の検出器，MCP1,ＭＣＰ２は，薄膜を粒子が

通過する際に放出される２次電子をマイクロチャンネルプレート（MCP)で検出するこ
とによって測定を行っています．これらを通過した放射性の粒子はシリコンでできた位

置感応型半導体検出器に打ち込まれ運動エネルギーと入射位置が測定されます．打ち込

まれた粒子は検出器の中でその位置をほとんど変えずに崩壊していくが，そのとき崩壊

エネルギーと崩壊位置の情報が得られます．崩壊現象は飛行時間検出器を鳴らさないの

で，この情報と位置情報を組み合わせて崩壊連鎖の識別を行っています．

PSD）飛行時間検出系を通過した粒子はこのｐＳＤに入射

します．このとき発生するＰＳＤの信号から，入射した粒

子の運動エネルギーと入射位置の情報が得られます．５５

ＭｅＶのα粒子に対するエネルギー分解能は半,値幅(Imll

WidthatHalfMaximum;ＦＷＨＭ)で40ｋeV,位置分解能

はＦＷＨＭで0.6ｍｍ(0.6/60＝1％）でした。SSD-Boxの他

の４枚の検出器は，ＰＳＤ中で崩壊したα粒子が上流方向

(ビーム入射側）に放出された場合に，飛び出したα粒子を

検出するために設置されています．検出器に入射した重核

の飛程(l0Um弱）よりもα粒子の飛程(30ｌＬｍ程度)のほう

が長いためにこのような工夫が必要となります。

得ました．この実,験式を使うことによって，まだ測定され

ていない大きな原子番号のイオンに対する？avの値を外挿

ではなく内挿によって推定することができ，そのような未

知の重イオンに対LGARIS電磁石の正しい磁場設定を知

ることができます．

上記gavの測定と同時にＧARISの収集効率が測定されま

した．Qhvの測定に使用した融合蒸発反応と標的核の０.反

跳のうち，断面積の分かっているものを使って収集効率を

算定しました。得られた結果を水素原子のポーア速度で規

格化した重イオンの速度fﾉ/り｡を横軸として表すと図６のよ

うになります．このグラフから速度の増大とともに収集効

率が大きくなっていくことが見て取れます．シミュレーシ

ョンの結果，このことは重イオンの原子核がヘリウムガス

の核と多重の弾性衝突によって進行方向を曲げられるため
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図６ＧARISの収集効率．横軸には水素原子のポーア速度で規格化された

イオン速度､/"･が採ってあります．白抜きの点は標的の反跳による測定，

塗りつぶした点は融合反応で生成された核による測定．運動量の大きな粒

子のほうが，それが小さな粒子に比べＧＡｍＳ中のガス分子との衝突による

角度の偏向をより受け難いために，焦点面での像が小さくなり効率が増大
します．

５１０１５２０２５３０

（v/y･)Z'/３ｙｏ:Bohrvelocity

図５低速重イオンのヘリウムガス中での平均電荷の測定値横軸はボー

アの理論を考慮し，（"/､｡)×zv3という量が採ってあります．図中点線はポ

ーアの理論による関係式gav＝(fﾉ/"o)ｘＺ１′3．実線はGARISの磁場設定に実

際に設定に使用している実'験式．ポーアの理論式に０．６２という計数を掛け
たものになっています．
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より統計誤差の少ない値を得ましたまたz71Dsに核異性

体(互いに同一の陽子数と中性子数を持つが,形や構造の

違いによって寿命の異なる核）が存在することもこの追試

により確認されました．結果は文献'5に報告されています。

また断面積の励起関数も測定しましたが，その結果は３５

節で議論します．この271,sの追試実,験には正味40日を費

やしました．

２００４年の前半，やはりGSIで最初に合成された原子番号

,,，の同位,体272Rg16)の追試を行いました・使った反応は

201Bi("Ni,、)272Rgです．この同位体も，我々の追試が別グ

ループ｡による初めての追試です．５０日間の照射時間を使い’

14原子のZ7zRgを合成，その崩壊を確認しましたGSIで合

成された原子数は６ですので２倍を超える数の原子を合成

したことになります．我々の実験によって，半減期や崩壊

エネルギーについて，より統計誤差の少ない値を得ると同

時に，264Bhが自発核分裂,またはＥＣ壊変によって崩壊す

る確率があることが，初めて示されました．この実験の結

果は文献17に報告されています．２７１，sの場合と同様に,断

面積の励起関数も測定しましたが，その結果はやはり３５

節で議論します．

3.2277112(Z＝112)の合成

1,2番元素の同位体277112の合成実験は2004年４月から６

月にかけて，208pb(70Zn,、)反応を用い行いました.この

277112核についてはGSIのグループが同じ反応を用いて

,996年，２０００年にｌ原子ずつ観測しています･'8）’996年の

報告は２チェーン観測したという報告でしたが，再解析の

結果２チェーンのうちの－つに誤りがあり,取り下げられ

た経緯があります．1996年に報告されたチェーンは連続し

た６回のα崩壊が観測されており，2000年に報告されたチ

ェーンは連続した４回のα崩壊の後，自発核分裂を起こし

たことが観測されています．このような状況で，同じ反応

を全く独立の実験グループが別個の測定器によって調べる

ことは，非常に稀な現象が関与する場合には特に，大きな

学術的意義を持つと考えています．

4.4×1.,8個の7oz、ビームを照射する実験を行った結果，

4回の連続したα崩壊に引き続いて自発核分裂を起こす二

つの崩壊チェーンを観測しました．このことから生成断面

積は044±8:;;Ｐｂと求められました。観測された崩壊チェー

ンを図７に示します．どちらのチェーンも４回の連続した

α崩壊の崩壊エネルギーと崩壊時間が，GSIで観測された

2チェーンのそれとよく＿致していました．また断面積も

統計誤差の範囲で￣致しています.

このことからGSIと理研で観測された四つの崩壊チェー

ンは起源を同じくする崩壊を観測したものだと結論づけま

した．GSIで1996年に報告されたチェーンにおいて’６回

目のα崩壊のエネルギーと崩壊時間が，既知である257Ｎｏ

からのものと合っていることから，それに先立つ５回のα

崩壊を逆にたどって，277112が起源であると同定されてい

ます．しかしながら既知の崩壊につながっているのは１チ

であることが分かりましたいわゆる冷たい核融合(Cold

Fusion）といわれる反応生成物の速度領域であるＵ/DC＝３

付近では，ＧARISの収集効率はOBという大きな値となり

ます．

3.実験結果

3.1265Ｈｓ(Z＝108),27IDs(Z＝110)Z72Rg(Z＝111)の合成

2002年の７月以降，新元素合成に向けた準備研究として

原子番号108,110,111の核の合成とその崩壊を測定する

実験を行いました．一連の実験は，重元素合成の追試を行

うことそれ自身も重要な目的ですが(本誌本号の永日中

原両氏の記事を参照ください．重核合成における追試の重

要性が強調されています.)，本実験のための実験条件の精

査も目的の一つです．また実験メンバーにとって，稀少現

象を観測するための長期マシンタイムに償れるという目的

もありました．本実験においては一旦実験を開始したら，

条件を固定したまま数カ月の期間をただ待つ必要がありま

す．その間，イオン源や加速器の運転者には昼夜を問わず

のフル稼働を要求しているわけで，実験者側としては，反

応エネルギー，ＧARISの磁場設定，その他すべての実験

条件に絶大の自信をもって実験に臨むことが要求されるの

です．108,110,111の核をColdFusion反応で合成する断

面積はそれぞれ70,15,3pｂ（ピコパーン：10-36cm2）と測

定されています．条件を徐々に厳しくしながら実験を行っ

ていきました．

Zo8Pb(5SFC,、)反応による2＄Hsの合成実験は，それまで

に行ってきたGARISの性能評価をするための実験の，総

仕上げとして2002年７月に行いました．特に重核に対する

GARISの効率と，偶然事象の確率を決定する焦点面検出

器の計数率を知ることを目的として，既にドイツの重イオ

ン科学研究所GSIで，生成断面積のエネルギー依存性(励

起関数）が精密に測定されている同反応'3)について，その

追試実験を行いました。

３日間の実験で10原子の26SHSを観測しましたその結果

得られたGARISの効率は80％で，この値はGSIの反跳分

離器に比べ２倍であり，また，同一条件下での計数率は

GSIのそれのｌ/１０であることが分かりました．2.1節でも

述べましたように，崩壊連鎖のデータ解析時における偶然

相関による誤認は，計数率に比例しますので，計数率が低

いということは，ＧARISによって出されたデータの信頼

度が非常に高いものであることを意味しています．

2003年の後半,GSIで最初に合成が確認された27IDs(Ｚ＝

110)合成14)の追試を行いました．使った反応は2o8pb(64Ｎｉ，

､)271,sです。この同位,体についてGSI以外の研究所で合

成の確認が行われたことはなく，我々の結果が，別の研究

グループによる初めての再現実験となりました．我々が合

成し，確認した原子数は14個です．GSIで合成された原子

数は13個，わずかに１個ですが個数で上回り，GSIのデー

タと併せることにより，半減期や崩壊エネルギーについて，
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るときは，実験者一同冑の痛くなるような緊張

感と焦燥感を感じたものです．その後3.2節で

述べたようにＺ＝112の合成に成功し，実験条

件に誤りがないことの確証を得て2004年７月に

Ｚ＝113の合成実験を再開しました．実験の再

開には偶然も味方してくれました．本来2004年

７月にはRILＡＣを入射器として用いるリング

サイクロトロンでの別の実験が走る予定でした

が，リングサイクロトロンに故障が発生し，修

理に時間がかかるため急邊RILAC単独で実験

ができる我々のグループにビームタイムが配分

されたのです．本来の予定は2004年９月以降と

なっていました．

信号をモニターしているディスプレイ画面で

は，候補となるイベントが生じた際，重粒子の

ObServedeventSatFT面FW

mzo8Pb＋70Znreactlon
Ｓtrip＃８

34.42ＭeＶ

２３．３３mm

lnwwU21CN’
1.09±０．０７ＭeＶ

Strip＃11

35.13ＭeＶ

１８．４５ｍｍ

２７７１１２ＣＮ

綱111A【1jIjllL
／11.32±０．０４ＭｅＶ

Ｌ２２ｍｓ

ｌ８３１ｍｍ

Ｏ７ＭｅＶ(2ndtrig
PSD＋SSD）

１０ｍｇ

､５７ｍ

ＭｅＶ

１

騨塀謡TW
1973MeV１５６３ＭｅＶＥ(70Zn)＝３４９５ＭeＶ

ＣＮは276112を示します．
１黄出器への入射とその後の崩壊の連鎖を示すウ

インドウが開くようになっていました2004年

７月23曰夕刻，そのウインドウが開きました．そのデータ

をすぐに解析した結果，113番元素の同位体からの崩壊連

鎖であることが確認されました．キーボードを叩き解析を

行う森本研究員の手が震えている様子が印象に残っていま

す．その後，実験チームはもとより，加速器チームをはじ

め，理研の理事会に至るまで，「新元素発見成る！」の異

様な興奮に包まれたのを昨日のことのように覚えています,

即座に論文を仕上げ７月30日，日本物理学会の欧文誌Jour-

nalofthePhysicalSocietyofJaPan（JPSJ）に投稿’８月'３

日付で受理され'０月号に掲載されました.20）

このようにｚ＝113の合成実験は2003年９月５日から１２

月29曰までと2004年７月８日から８月２日にかけて実施され，

この間1.7×1011個の70Ｚｎイオンがzo9Bi標的を照射しまし

た．７oz、の入射エネルギーは，これまで得た271,s,272Ｒ9,

277112核合成の結果を受け，標的の半分の厚さのところで

349ＭｅＶになるように設定されました．この入射エネルギ

ーで標的と入射ビームとが完全に融合した場合，複合核

271113は約１４ＭｅＶに励起していることになります．この

程度の励起エネルギーが中I性子’個を放出して脱励起する

過程を最も起こしやすいと判断しました（３５節)・

合成された278113は，３４４マイクロ秒の寿命でα粒子を

放出し，111番元素の同位体274111に崩壊しましたその

274111は９２６ミリ秒で109番元素の同臘位体270Ｍtにα崩壊’

270Ｍtは７．１６ミリ秒で2``Ｂｈにα崩壊しました.Z66Bhは

2.47秒でＺ６２Ｄｂにα崩壊し，その262Ｄｂは４０９秒で自発核

分裂を起こしてそこで崩壊連鎖が終わりました・図８に観

測された278113の崩壊チェーンを示します・図中に,測定

された全α線のエネルギー，崩壊時間,測定位置が示され

ています．Z62Dbについては測定された自発核分裂のエネ

ルギーが記入されています．図中278113の上部にある数値

は，蒸発残留核278113がＰＳＤに入射したときの，測定され

た運動エネルギー（36.75ＭeV)，飛行時間測定装置で測定

エーンのみで，しかも１核種への連結なので，実験的には

まだ確定した同定と断定し難い点もあります.また最初の

チェーンの５回目のα崩壊と三つの自発核分裂の崩壊時間

は，一つの半減期で矛盾なく説明できますが，Z製Pu＋

22Ne→261Rf＋５，反応で直接作られた25lRfの半減期に比べ

て約１桁短く，11)かつα崩壊エネルギーも200kｅＶほど高

くなっており，直接作られたものとは別の状態(核異性体

等）のものが観測されています．これらについては今後の

さらなる研究が必要であると考えています.

なお我々は，この実験に先立って’'３番元素の同位`体

278113の合成実Ｉ験を2003年９月から12月にかけて行いまし

たが，その間には対応するイベントが出ていなかったとい

う経緯がありました．積算ビーム照射量からすればイベン

トは出ても出なくても，統計的には不思議はない状況では

ありましたが，１１２番元素の追試の目的の一つには，１１３

番元素探索実験において，反応エネルギーおよびGARIS

の磁場設定が適当がどうかということについての確認とい

う意味合いもありました．277112合成の実験によって2003

年の278113探索実験の実験条件が誤りのないものであった

ことを確認できました．

3.3278113(Z＝113)の合成

これまでに述べた装置の性能向上，ｚ＝''１核の合成ま

での系統的研究を踏まえ，２００３年９月Ｚ＝113の核の合成

実験に着手しました．ｚ＝''２核の合成を飛ばしてしまっ

たことには理由がありました．それは2003年８月末にＧＳＩ

の実験グループが，全く同じ反応でｚ＝''３核の合成実,験

を開始したという]情報を得たからでした．興味あることに

日本とドイツの２カ所で同時期に同じ反応での合成実験が

走っていたのです．GSIのグループは現象を観測すること

なく１１月に実験を終了しました．我々は12月２９日まで実験

を継続しましたがやはりｚ＝''３合成の現象は観測にかか

りませんでした．GSIのグループと同時に実,験が走ってい
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図９ColdFusion反応の断面積．208Ｐｂまたは209Biを標的として融合反応

を起こさせ，中`住子を１個だけ放出して合成される重核の生成断面積を，

横軸を原子番号にとってプロットしたもの．主としてＧＳＩで測定されたデ

ータから採ってあります．青丸は理研のデータ．原子番号の増大とともに

生成断面積は指数関数的に減少しています．

された飛行時間(44.61,s)，ＰＳＤへの入射位置(3033ｍｍ）

を示しています．

我々は１）測定されたZ66Bhの寿命とエネルギー，および

その娘核である262Ｄｂの寿命が，従来報告された値と矛盾

のないこと,＊'２)測定された断面積が’中性子放出反応の

系統I性から推定される範囲にあること，３)入射エネルギー

も同反応の系統'性から予測される範囲内にあること，の３

点を根拠として，この二つの崩壊(266Bh->262,→）に先立

つ三つの崩壊が278113一274111→270Ｍt一という崩壊である

と結論づけました．これらの核はすべて未知の核種であり，

それぞれの核の崩壊エネルギーと寿命についての新たな知

見が得られました特に278113は原子番号１１３の同`位M体と

して初めて原子番号と質量数が実験的に決められた核とな

りました．

求められた生成断面積は５５±聯fｂ（フェムトバーン：

10-39ｃｍ2)であり，この値はおそらくは低エネルギー核実

験として測定された最低,値であると思われます．

3.4断面積の系統性

z0spbおよび20,Biを標的として，クーロン障壁近辺のエ

ネルギーで融合反応を行わせ中性子を１個放出させる反応

(いわゆるColdFusion反応）の断面積を，合成された核の

原子番号を横軸にとってプロットすると図９のようになり

ます．黒い丸で示したデータは主としてＧＳＩで測定された

ものをプロットしてあります(ｚ＝113は上限値のみ)．理

研で測定されたデータは青い丸で示してあります．今回

Z＝110からＺ＝112で得た測定値は既存データの傾向によ

く＿致しているといえます．これはＺ＝113についても同

様で，断面積が原子番号の増大とともに指数関数的に減少

していく傾向に矛盾しません．

3.5最大断面積を与える反応エネルギーの系統'性

ｚ＝11ｏと１１１について測定された断面積の励起関数を，
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*１１）について補足しますと，Ｗｉｌｋらの報告21)によればZ66B11について測

定されたα粒子のエネルギーは929±０１ＭeV,崩壊時間は0.87秒で

１原子のみ観測されています．合成に使われた反応系は241Bk＋工Ｎｅ

です．これに対応するα粒子のエネルギーの，我々の測定値は9,08

±0.04ＭｅＶで，Ｗｉｌｋらの値と一致はしていませんが，やはり奇三奇核

（陽子数も中性子数も奇数である核)Z7zRgの崩壊の研究で観測される

ように,'7）この質量領域の奇-奇核のα崩壊はエネルギーがばらつい

ているという特徴を持っており，矛盾するものではありません.また

272112の崩壊チェーン中のz5IRfの場合のように直接合成した場合とα

崩壊の娘として作られた場合とで別の核異性体を経由してα崩壊して

いく可能性が指摘されているように，むしろ266Ｂｈについても新たな

知見を与えているといえます，崩壊時間については我々の観【Ⅲ値は

2.47秒ですがこれについては文献２１の値0.87秒と同一半減期として

も矛盾はありません．２`2Ｄｂについては崩壊様式，崩壊時間とも文献

値z2)と矛盾していません
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図,。断面積の複合核の励起エネルギー依存性横軸に複合核の励起エネ

ルギーを採って断面積をﾌ｡ロットしたもの．複合核の質量はMyersらの理

論値23)を使って求めました．青い点線は複合核が中性子を－つ放出したあ

との核の分裂障壁の頂点に対応するエネルギーを，前出の理論値によって

求めたものを示しています．本誌本号の阿部野村両氏による解説を参照．
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質量公式２３)を用いて，複合核の励起エネルギーの関数とし

てプロットしてみると図１０のようになります．ｚ＝112と

113についても測定したエネルギ－１点について示してあ

ります．１，放出チャンネルの最大断面積を与える複合核の

励起エネルギーは，文献23の質量公式をO使うと，約14～１６

ＭｅＶになります．図中胄で示した縦の点線は，複合核から

中性子が放出された後の核の，核分裂障壁の位置を示して

います．Swiateckiらは論文24)で，この核分裂障壁よりも

０５砿eＶ高いところに相当する入射エネルギーが，最大断

面積を与えると主張しており，質量公式の精度を考慮すれ

ば，実験`値はSwiateckiらの予想値とよく一致していると

いえます．

３６，４７ＭｅＶ

ＴＯＦ４ａ６９ｎｓ

ｚｏ９Ｂｉ＋7ｏｚ、→278113＋、 ３０．０８ｍｍ

tJLlljiIlfjlJL篭J1■
心離…麺】…,……

４．まとめと今後の展望

今回確認された113番元素の同位体278113は，標的の

209Biとビームの7oz、が完全融合してできた核，２７，１１３が中

'住子1個を放出する反応によって合成されました.実験で

得られたアルファ崩壊のエネルギーと寿命，および合成反

応断面積の系統性から，崩壊が278113に起因すると結論づ

けました．崩壊チェーンで観測された最初の３核種はすべ

て未知の核種であり，それぞれの核の崩壊エネルギーと寿

命についての新たな知見が得られました．特に278113は原

子番号，１３の同位体として初めて原子番号と質量数が実験

的に決められた核となりました．

今後，当面は同じ実験を繰り返し，再現'性のチェックを

行ってデータの信頼性を高めていくことを考えています．

またColdFusion反応によって次の原子番号１１４を合成す

る実験を行うことも，113番元素の同位体の合成の成功に

よって視野に入ってきたと考えています．一方，Cold

Fusion反応はその断面積の小ささから測定の限界に近づき

つつあると考えられるので，HotFusionをも反応の候補に

入れさらに大きな原子番号の核の合成を目指していきたい

と考えています．

1960年代の後半，超重元素(SuperheavyElement略して

SHEとも）の存在が理論的に予想され，超重元素の探索が

それ以降盛んに行われました．そのとき実験家が到達しよ

うとしたのは理論の予想した陽子の魔法数核であるｚ＝

114の核でした．1970年代に精力的に行われたそれらの実

験は，実験装置の感度の不足からことごとく失敗に帰しま

した．1980年代は各施設で実験装置の感度を高くする努力

が払われました．その結果'990年代に入り原子番号110を

超える核が合成されてきました．ColdFusionの方法によ

ってもｚ＝１，４の合成が視野に入ってきた現在，探索実験

が核構造の研究の活発化にも寄与できると期待するもので

す．

観測した現象の検証のため，同一条件での追試を行いまし

たが，実験開始から'０日あまりでのイベントでした゛得ら

れた崩壊チェーンを図'1に示します.この間の実験での

7oz、の照射量は0.7×１０１，個でした.このチェーンについ

てここで詳述するスペースはありませんが278113の合成に

ついての確証が得られたと考えています．
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究センターからの資金協力を得ています．

非常に長期の実験の間，安定した大強度ビームを供給し

続けてくださった理研の加速器のオペレーターの皆様に感

謝いたします．また理研の矢野安重，石原正泰，上坪宏道

の各氏には，研究遂行に関して貴重な助言と励ましを頂き

ました．理研の加瀬昌之氏はピームタイムの配分と加速器

の運転に関する采配をして頂きました．理研の千原貞次，

鈴木教之の両氏にはイオン源用試料の有機金属化合物の合

成に関し，お世話になりました＿加速器基盤研究部のすべ

ての方の協力を得ました．また理研の戦略的研究展開事業

(理事長ファンド）から資金援助を頂きました．また高エネ

5.追記

本稿を脱稿後2005年４月２日，278113からの崩壊を再び

観測しました．2005年３月23日から４月２２日まで，最初に

ﾖ本物理学会誌Vol､60,Ｎ０．９，２００５706
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ルギー加速器研究機構名誉教授の野村亨氏には理研入所以

来，一貫して適切なご指導と激励を頂きました．この場を

お借りしお礼申し上げます．ありがとうございました．

２２）RBITirestoneandV.Ｓ,Shirley:nz6Ieq/Tsompes（JohnWiley＆Sons）

NewYork,1996）８ｔｈｅｄ

２３）MyersandSwiatecki:NucLPhys.Ａ６０１（1996）l4L

24）Ｗ･Swiatecki,ｅｒａ/､：ActaPhys・PolonicaB34（２００３）2049.
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TlleNewlyObServedll3thEIement

KosukeMorita

abstract：Theconvincingcandidateevelltoftheisotopeofthe

ll3thelemeI1L,278113,anditsdaughternuclei,274111and271ML

wcreobserved，ｆｏｒｔｈｅｈｒｓｔｔｉｍｅ，ｉｎｔｈｅ２ｏ９Ｂｉ＋70Znreaction、The

experimentwasperformedatRIＫＥＮ（TheInstituteofPhysical

andChemicalResearch）LmearAcceleratorFacilityusingaＧＡＳ‐

filledRecoillonSeparatorGARIS、Theexperimentstoconiirm

theproductionsanddecaysofisotopes26ＳＨＳ(Ｚ＝108)，２７１，s(Ｚ＝

110),272Rg(Ｚ＝111),ａｎｄ277112(Ｚ＝112）werealsodone

新元素の認定について

永目論一郎〈日本原子力研究所先端基礎研究ｾﾝﾀｰ

中原弘道

319-1195茨城県那珂郡東海村白方白根Z-4e-Inan:nagame@popsvr,tokai・jaeri､goojp〉

に詳しく紹介されている．なお112番元素以降に関しては，

最新のIUPACの機関誌ChemistryInternationalに添付して

ある周期表IUPACPeriodicTableoftheE1ementsでは次

のように記述してある．Elementswithatomicnumbersll2

andabovehavebeenreportedbutnotftlnyauthenticated､5）

110,111番元素の命名

2004年11月１日にスロヴェニアのBledで開催された国際

純正。応用化学連合(IUPAC:InternationalUnionofPure

andAppliedChemistry)のBureauMeetingで，111番元素

の名称をroentgemum,元素記号をＲｇとすることが正式に

承認された.'）２００３年８月，カナダでの第４２回IUPAC

Councilで，110番元素の名前darmstadtium，元素記号Ｄｓ

が承認されたのに続く，新元素命名に関するニュースであ

る日本化学会発行の機関誌｢化学と工業｣2005年４月号

では，Ｄｓをダームスタチウム，Ｒｇをレントゲニウムと表

記してある2)従来，日本語表記は日本化学会化合物命名

小委員会が決定しており，命名法については以前本誌でも

101番から109番元素について紹介されていた.3）レント

ゲニウムの起源は，すぐに科-学者WilhelmComadRoent-

genだとわかるが，グームスタチウムはドイツの町の名称

Darmstadt（ダルムシュタット）に由来している．グームス

タチウムはこの町にある重イオン研究所(GSI：Gesell-

schaftfiirSchwerionenforschung)で初めて合成された（実

際には107番元素Ｂｈから１１１番元素ＨｇまでGSIでの合

成が確認されている)．１１０番元素の命名に関しては文献４

英語名曰本語元素名原子番号 元素記号

ﾀﾞームスタチウム

レントゲニウム

1１０

１１１

DarmRtadtf1um

Roentgenlum

Ｓ
ｇ

Ｄ
Ｒ

超フェルミウム元素の発見から承認まで

天然に存在する元素や，人工的に合成される超ウラン元

素でも，物質としてマクロ量が得られれば，化学的手法を

用いて新元素としての確認が可能である．しかし，１CO番

元素フェルミウムより重い超フェルミウム元素は，加速器

を用いた核反応でしか合成できない．したがって－度の照

射で生成する元素の量(原子数）は１分間に数原子から数

週間にｌ原子と非常にわずかである．また目的の重元素

(核種)の半減期も，数日からマイクロ秒オーダーへと減少

する．このため，ある元素を発見したという報告があって

特集新発見の１１３番元素。新元素の認定について 7"７
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