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中間子科学連絡会

巻 頭 言

KEK- ミュオン科学研究施設の将来
KEK-IMSS ミュオン科学研究系主幹
西山

樟生

パルスミュオンを用いた先駆的な研究施設が東大の付属実験施設として稼働を初めて
既に 24 年になろうとしています。この間ジェミニ計画、JHP 計画、（KEK 南敷地計画、
北カウンターホール計画）などと将来計画が存在したのですが、最終的には原研東海研
の地に原研 KEK の共同プロジェクト（J-PARC）物質・生命科学実験施設（MLF）の一部
としてミュオン施設が建設される運びとなりました。この間、将来計画の推進とともに
KEK- 中間子科学研究施設のリーダーとして活躍された永嶺謙忠主幹の後任として、新
たにミュオン科学研究系の主幹を引き受けることとなりました。ちょうど KEK が文科
省直轄研から大学共同利用機関法人となるのと同時であり、系の名称もミュオン科学研
究系、また施設もミュオン科学研究施設となりました。長くミュオン施設とともに歩ん
できた者として微力ながら全力を尽くしたいと思います。
さて、J-PARC のミュオン施設建設の進行とともに KEK の PS 加速器及びブースター
加速器は休止せざるを得なくなります。今まで国内でのミュオン実験が可能な唯一のミ
ュオン施設はあと 1 年ないし 2 年で活動を停止し、新たな拠点である J-PARC の建設の
ための実験装置や機器の改造・移設に取りかかることになります。この間、ミュオン科
学研究施設の利用者である中間子科学連絡会の皆様にはご迷惑をおかけすることになり
ますが、国外のミュオン実験施設を利用していただくことになります。パルスミュオン
ならば RIKEN-RAL、直流状ミュオンならばカナダの TRIUMF 研究所、スイスの PSI 研
究所等が利用可能だと考えられます。そのため、旅費等に関しては科研費等の補助金を
申請していく必要があります。
建設の方は三宅氏が書いているように着々と進行しており、この「めそん」がお手元
に届く頃には既に物質・生命科学建家のミュオン部分の土台が完成していると思われます。
既にご存知のように、J-PARC のミュオン施設があるべき姿となって完成した暁には、
数多くのビームチャネルと実験の種類に応じた多くの実験ポートが存在し、ビーム強度
も現 KEK-MSL 施設の数百倍を超えるミュオン施設が中性子実験施設と同じ建家内に存
在することとなりますが、現実には具体的な予算の手あてが出来ておらず、まず超伝導
ソレノイドを用いた汎用の表面・崩壊両用のチャネル建設から始まることになります。
これからは、まずは建設主体とした体制のもとに、2 〜 3 年間は実験を続けながら建
設も行っていくという期間となります。KEK-MSL のスタッフは全力をあげて取り組む
覚悟ですので、中間子科学連絡会の皆様もぜひご協力お願いいたします。
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中間子科学連絡会

１）物質科学第三研究系、中性子線源系が廃
止され、新たに中性子科学研究系、および
ミュオン科学研究系が置かれる（ミュオン
科学研究系主幹は西山）
。従って両系は完
全に実態組織に対応するようになる。
２）全機構にまたがる技術部が廃止され、技
官は各研究所に所属する、等が大きな変更
点である。また、現在の各研究所「運営協
議会（運協）」は「運営会議」となり、「評
議会」は「経営評議会」と「教育研究評議
会」に分かれる。なお、新しい物構研運営
会議の中間子関連委員としては所内から西
山（主幹、官職指定）、および門野、所外
からは西田（連絡会会長）が内定している。
（なお、秋光副会長は他の枠で入る予定。）

第 14 回中間子科学連絡会総会議事録

18:00 〜 20:20
日 時：
平成 16 年 3 月 29 日
（月）
場 所：
九州大学箱崎キャンパス
日本物理学会 WJ 会場
出席者：
池戸、
石田、
板橋、
伊藤、
岩崎、
応田、
大平、門野、河村、黒岩、幸田、佐藤、
下村、高際、友野、鳥養、中村、西田、
西山（樟）、西山（純）、髭本、藤原、
松崎、三宅、山澤
（あいうえお順、敬称略）
・ はじめに議長に西山、
書記に門野を選出した。

（１）連絡会報告
・ 連絡会活動報告（西山庶務委員長）
前回の総会、および運営委員会についての議
事録は「めそん」19 号に所収の通りであるが、
特に会費の使途について、連絡会主催・共催の
研究会等に学生が参加する際の旅費の補助が正
式に認められたので会員相互に周知してほしい。
また前回運営委員会において、16 年度から
KEK 中間子の体制が変わることに対応し（下
記参照）
、連絡会幹事を西山、庶務委員長を門野
とする旨の申し合わせが行われている。

・ 4 月 1 日付けで髭本氏が KEK 物構研助教授
から原研先端基礎研究センター副主任研究員へ
転任、P. ストラッサー氏が物構研助手として赴
任予定。髭本氏より転任の挨拶あり。16 年度
はウラン NMR 部門に属して研究、17 年度より
新たに部門長を迎えて正式に μSR による物性研
究の部門が発足の予定。

（３）J-PARC 関係
（三宅 J-PARC- ミュオンプロジェクトリーダー）

・ ミュオンについては平成 16 年度より予算が
・ 会計報告（三宅会計委員）
正式認可された（初年度 1.7 億円）
。ただし現
19
「めそん」 号に所収の通り。なお、上記連絡会 状では大幅な予算不足であるのに加え、中国の
からの旅費の補助については既に 1 名分について支 好景気に伴う鉄など一次産品の急激な高騰によ
出。会費の残高は 20 万円程度と原資に不安がある。 り問題が深刻化している。なお、このような状
況も配慮して、16 年度については機構の内部
◎上記報告につき、特に異論なく了承された。 で 1.25 億円が追加予算として認められた。
・ 東海地区での建設作業全体の進行状況、ミュ
（２）KEK 中間子施設報告（西山副主幹）
オン関係施設の作業の進行状況、予算プロファ
4
1
・ 月 日より機構は法人化されるが、それに伴う イルの現状等について説明。加速器については
組織上の変更として中間子科学研究施設関連では、 ほぼ順調に建設作業が進行している。
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・ 予算不足を補うための「コア・ユーザープ
ラン」がミュオン科学アドバイザリー委員会
（MuSAC）に提案され、継続審議となっている。
次回（来年）の MuSAC で具体的な提案が出て
くる必要がある。

薦を各研究ソサエティーに依頼されることにな
っている。中間子科学分野から 2 名の委員の候
補者を推薦して欲しいとの説明があった。
◎

◎ 第一期計画で何がどこまで完成するのか、
またコア・ユーザープラン等について、会員と
三宅氏の間で活発な質疑が行われた。

西田氏は、中間子科学連絡会会長として委
員の候補となること、また理研の松崎氏を委
員に加えてはどうかとの意見が出され、永宮
氏から推薦依頼があったときはこの 2 名を
推薦することになった。

◎ （西田会長）自身は物構研運営会議、およ
（４）理研 RAL 施設報告（岩崎主任、
松崎副主任）
びハドロン推進会議の外部委員もつとめてお
・ 理研では J-PARC を利用するための研究グル
り、後者については次期から他の人と交代し
ープを立ち上げつつあり、岩崎はこちらに主眼
たい。運営会議の所外委員については、西田、
を置いて活動する。そのため、平成 16 年度か
小池、鳥養の 3 名を物構研に推薦した（前回
らは松崎氏が理研 RAL 支所長としてその任に
運営委員会にて人選）
。ハドロン推進委員会
当たる。
については、意見交換の結果、小池、鳥養氏
と西田氏の間で引き継ぎの可能性について相
・ 第 17 回の PAC をおこなった。なお、ISIS の
談してもらうこととなった。
増強作業に伴うシャットダウンが本年 4 月〜 9
月に入るため、
次回の PAC は夏以降に延期する。 ◎ KEK シャットダウン中のミュオン利用を
また、第 2 ターゲットステーションの工事に伴
どう確保するかについての意見交換が行われた。
う約半年のシャットダウンが 2006 年中に予定
概略は以下の通り。
されている。
・ 外国の施設を使ったことのないユーザーが
単独で TRIUMF、PSI 等に行って実験を行う
・ 5 月 27、28 日に理研 RAL 成果報告会を行う
のは相当に困難。
予定なので、皆さんの協力をお願いしたい。
◎ 関連して、西山氏より KEK でも中性子・
中間子について今年 6 月を目標に外部評価を行
うことが期待されているとの報告。これは、平
成 17 年度以降に現施設をシャットダウンする
ことに伴う予算減を避けるため、別の名目で新
規事業を立ち上げる必要があり、その予算折衝
ための前提という位置づけである。

（５）その他
・（西田会長）J-PARC の利用者協議会は利用者を
中心とした組織に改変されることになっている。
中性子科学分野から 4 名、中間子科学分野から
2 名、原子核・素粒子分野から 6 名の委員の推
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・ 協同研究の枠内とはいえ現地で日本のグル
ープからの支援を期待できる理研 RAL がそ
のようなユーザーを受け入れる唯一の可能性
であろう。ただし理研 RAL も旅費の支援に
ついては大変予算が厳しい。
・ 従って、理研 RAL 利用を前提に、物性研
究のテーマを明確に掲げた科研費（学術創成
研究等）をユーザーで纏まって申請する形が
よいのではないか。
（必要ならば原子核・素
粒子分野でも同様の科研費申請を行う。）
[ 文責：門野 ]

読者だより

研究室紹介
工学部物理工学科

菊池

彦光

このたび研究室紹介をさせていただく機会を
与えていただき、これまで皆様がどのようなこ
とを書いておられるか参考にしようと思い、過
去の「めそん」誌をパラパラと見ていたところ、
当研究室の前教授であられる目片先生の「研究室
紹介」が目にとまった（めそん 2000 年春 No.11)。
読んでみると冒頭いきなり
「福井大学は影が薄い」
という、ネットの掲示板なら（爆）と後ろにつけ
たくなるような文章で始まっておりました（笑）
。
そのような「影の薄い」大学においてささやか
ながらも学生・スタッフともに日夜努力してお
こなっている研究および研究室紹介です。

１．福井大学について
学習用地図帳を販売している帝国書院が、小
学生の高学年を対象に、47 都道府県名とその
場所をどれくらい知っているかを調査したとこ
ろ、最も正解率が低かった県（つまりあまり知
られていない県）は福井県であったという（正
答率 27.6%、ちなみに最も正答率が高かったの
は北海道の 99.1%；朝日新聞 2003.04.28）。言葉
を変えれば、福井県は最も知られていない事で
有名な県であり、そのような県にある唯一の国
立大学法人が福井大学である。平成 15 年 10 月
以前は工学部と教育地域科学部の二学部のみで
あったが、10 月に福井医科大学と統合し、三
学部となった。工学部は我々が所属する物理
工学科をはじめとして八学科からなる（それ以
外に二独立専攻がある）。他に我々に関連した
施設として、遠赤外領域開発研究センターがあ
りジャイロトロンの開発や遠赤外領域での物性
研究を行っている。また、工学部付属施設とし

て超低温物性実験施設がある。この規模の大学
にしては珍しくヘリウム液化機があるので比較
的容易に低温実験が行える環境にはある。筆者
が所属する研究室のスタッフは千葉明朗教授、
藤井裕助手および筆者の三人である。学生は 5
〜 6 名の卒業論文生（四年生）と 3 〜 4 名程度
の修士学生からなっている。主な実験装置は、
NMR、PPMS（DC 及び AC 磁化測定、電気抵抗
測定オプション）である。また、上記の遠赤外
領域開発研究センターの光藤誠太郎助教授には
強磁場磁化測定、ESR 測定などでお世話にな
っている。
２．μSR 的自己紹介
筆者がはじめて μSR 実験に触れたのは博士
後期課程の学生のときである。当時の指導教官
であった網代芳民先生、目片守先生におともし
て KEK に赴き、博士研究テーマであった一次
元 Ising 反強磁性体 CsCoCl3 のスピンダイナミ
クスに関する測定を行った。それがつくばに行
った最初でもあった。筆者が筑波大学助手にな
ってからは、植村先生‐目片先生による NEDO
プロジェクトの末席を汚し、かごめ格子磁性
体や三角格子磁性体の μSR 測定のために数回
TRIUMF での実験にも参加させていただいた。
筑波大学にいたときには KEK で実験すること
はなかったのであるが、約 4 年前、福井大学に
移ってからはほぼ毎年 KEK でマシンタイムを
頂き、実験をさせていただいている。
３．研究内容
大上段に構えるのならば、物性物理に現れる
量子効果の実験的解明を目指した研究を行いた
いと思っている。具体的には量子スピン系と総
称される一次元、二次元反強磁性体の磁性研究、
幾何学的にスピン相互作用が競合したスピンフ
ラストレーション効果を示す磁性体研究を行っ
ている。これまでは研究対象を絶縁体に限って
きたが、最近は電気伝導性物質も扱っている。
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低次元磁性体やフラストレート磁性体ともにス
ピンゆらぎが大きいのが特徴であり、その結果、
互いに時間ウインドウが異なる実験手段を用い
て多角的に研究しなければ全体を見失う恐れが
ある。そのため、NMR、ESR、μSR などの多様
な実験を行い総合的な理解を目指している。
また、物性実験においては試料作成・探索が
重要であるとの考えから、金属錯体から酸化
物に至る種々の物質合成、新物質探索を行って
いる（二年ほど前、何となく天然鉱物を用いた
研究を行ったところ比較的面白い結果が得られ
たので、「天然物」にまで範囲を広げつつある。
最近は二匹目のドジョウを探そうと鉱物事典を
眺めてます）。
４．最近の課題から
1) スピネル酸化物 Zn(CrxGa1-x)2O4
立方晶スピネル酸化物の八面体 B サイト上
にある磁性スピンは頂点で結合した四面体格子
を形成する。スピン間相互作用が反強磁性的で
あれば、幾何学的スピンフラストレーション効
果が期待される。ZnCr2O4 はこのようなスピネ
3+
ル酸化物のひとつで、Cr イオン（S=3/2) が B
サイトを 100% 占めている。ワイス温度は約−
400K と絶対値が大きいのにも関わらず、反強
磁性秩序は TN=13.5K まで生じない。この磁気
秩序において最も興味深い点は、立方晶から正
方晶への構造相転移が磁気転移と同時に起こる
点である。これは、構造相転移によってスピン
フラストレーションを一部解消した結果、磁気
秩序が生じたとも解釈でき、構造歪エネルギー
とフラストレーションによるエントロピー効果
とのせめぎあいによる効果＝スピンヤーンテラ
ー効果とも名づけ得る現象である。ZnCr2O4 の
フラストレーションは構造転移によって「自
動的に」解消されたわけであるが、磁性イオン
3+
3+
である Cr を非磁性イオン Ga に置換してフ
ラストレーションを「人工的に」解消していっ
た場合、どのように物性が変化するかという点
我々は興味を持ち、Zn(CrxGa1-x)2O4 を合成して
磁化率測定と μSR 測定を行った。x=1 の場合に
は、磁化率は TN=13.5K で大きく減少するのに

対し、x=0.9 の場合には 12K 近傍でブロードな
ピークが生じるのみで、更に低温の 7K でスピ
ン凍結異常が見られた。この結果から、非磁性
イオンによる希釈によって、構造相転移を伴わ
ない新しい磁気秩序相が誘起されたのではない
かと考えた。しかしながら、この 12 K での異
常の原因は磁化率測定のような巨視的・静的測
定のみでは明確にわからないので KEK におい
て μSR 測定を行った。その結果、緩和率は、こ
の温度以下で徐々に上昇しだしスピン凍結温度
で極大を取ることがわかった。また、遅く緩和
する成分と速く緩和する成分比の温度依存性も
検討した結果、Zn(Cr0.9Ga0.1)2O4 においては、ス
ピン揺らぎを伴う磁気的相関が 12 K 以下で発
達しだすことを明らかにした。
2) ダイヤモンド鎖磁性体 Cu3(CO3)2(OH)2
頂点共有した菱形（あるいはトランプのダ
イヤモンド）が一次元的に配列し、各頂点にス
ピンを置いたスピンモデルをダイヤモンド鎖と
よぶ。この一次元スピンフラストレーションモ
デルの磁気的性質に関する研究は理論的研究が
先行し、モデルパラメータの変化とともに、フ
ェリ磁性相、スピン液体相、ダイマー相へと量
子相転移することがわかっている。更に興味深
い点は、外部磁場を印可すると量子スピン系特
有の磁化プラトーが生じる事が理論的に予想さ
れた事である。すなわち、ダイヤモンド鎖の磁
化は、ある有限の磁場域では磁場を増加させて
も飽和磁化の 1/3 の値を保持しつづけ、1/3 磁
化プラトー状態が見られるはずである。この
ダイヤモンド鎖のモデル物質を探索した結果、
Cu3(CO3)2(OH)2 が候補物質であることを我々は
見出した。この物質は鉱物名藍銅鉱と名づけら
れた有名な天然鉱物で古来から顔料として用い
られてきたのであるが（ちなみに最近映画にも
なったオランダの画家フェルメールはこの藍銅
鉱の青を好んだ由）
、その磁気的性質に関する
研究はほとんどなされていなかった。そこで天
然単結晶を用いて磁化を測定したところ 1/3 磁
化プラトーが確かに観測された。一方、この藍
銅鉱の一次元性はあまりよくないようで、1.8
K で磁気秩序することが報告されている。しか
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しながらその秩序の性質については明らかで
はない。そこで、フラストレート系のような動
的情報が重要である磁性体の研究に適した μSR
測定を KEK において行った。転移温度が 1.8
K ということと、フラストレーションによるス
ピンゆらぎが低温まで残っている可能性のため
に、希釈冷凍機を使わせて頂いた。実験に用い
た試料は「天然物」である。その結果、約 2.3
K 以下で急激に速く緩和する成分が成長しだ
し、1.8K での磁気秩序の存在という既報の結
果を裏付けるものとなった。0.02 K で測定した
縦磁場緩和実験の結果は静的な局所磁場を考え
れば説明できるものであり、スピンフラストレ
ーション効果の存在にもかかわらず、藍銅鉱の
磁気秩序は静的なものであると考えられる。
これら以外にも S=1 ボンド交替反強磁性体
の μSR 実験を KEK で行い、興味深い結果が得
られているが、まだ解析途中であるので割愛さ
せていただきます。
5.

まとめ
我々グループは低次元磁性体、フラストレー
ト磁性体のスピンダイナミクスを明らかにすべ
く、μSR 測定測定をはじめとした種々の実験を
行っている。
主として筆者のパワー不足のため、
なかなか仕事がはかどらず、各方面に御迷惑を
かけております。特に、μSR 測定においては、
KEK スタッフの皆様の多大なご協力がなけれ
ば全く何もなしえないのは明らかであります。
いつも御迷惑をおかけしてばかりでございます
が、この場を借りて御礼を申し上げるとともに、
今後とも末永くお付き合い願えれば幸いに存じ
ます。

「定年を迎えて」
KEK 物質構造科学研究所
ミュオン科学研究施設 福地

光一

私の故郷栃木市は、小説「路傍の石」で有名
な山本有三先生が幼少時代を過ごされたところ
である。栃木駅を降りると「たった一人しかな
い自分を、たった一度しかない一生を、ほんと
うに生かさなかったら人間、生まれてきたかい
がないじゃないか」との有名な一文が石碑に刻
まれている。映画の舞台となった、主人公の吾
一少年が鉄橋にぶら下がったといわれる、その
場所から約 700m の所に我が家がある。
定年になったら、青春時代の想い出あふれる
田舎で、老後をのんびりと暮らそうと決意し、
平成 8 年に茨城の取手から引っ越してきた。最
初のうちは、片道約 60km の自動車通勤も苦に
はならなかったが、5 年、6 年と経つ内に段々
しんどくなってきました。休日は遊びに出かけ
る元気もなく、ボーと過ごす日々が続きました。
もうすこしの我慢と、キシム身体に油を注ぐよ
うな気持ちで何とか過ごしてきました。今年の
3 月に念願の定年を迎えることができました。
現在、当初の目標とは、やや異なる立場で過
ごすことになりましたが、健康を維持するため
に、今までの経験を少しでも生かしてお役に立
てればとの思いで、支援推進員として働くこと
になりました。
定年を迎えて、公務員になった頃の昔話をし
て、御礼の挨拶とさせて戴きたいと思います。
私は、昭和 40 年 4 月に東京大学理学部極低
温室（後に理学部サブセンター）に採用になり
ました。それまで民間会社に 3 年程勤務し、工
作技術関係の仕事をしておりました。面接の時
に、担当教官の鈴木秀次教授から、
「君は何が
得意ですか」と訪ねられました。すかさず「旋
盤やフライス盤等の工作機械で物を作るのが得
意です」と相手の目を見て、自信をもっていい
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きりました。それが効いたのか、面接にきた数 っているといわれました。私なりに作業した後
名の中から、一番年上の私を採ってくれました。 は、きちんと清掃も行ったつもりでしたが、と
前年に「国家公務員定員削減法」が成立し、 にかく「申し訳ありません」と謝りにいきまし
本年から施行され、就職が厳しいときでしたの た。その事を教授に伝えたらニッコリ笑って、
で両親も大変喜んでくれました。実際の仕事は、 「君に頼んだ仕事を実は金工室に御願いしたら、
理学部 1 号館の地下室で液体窒素を製造し、研 できないと断られたので、それは嫌がらせだか
究生や学生達に、それを供給するのが主な仕事 らきにしないように」といわれました。勤務し
でした。前任者から 2 週間で液体窒素製造装置 て半年位の間に、とにかくいろんなことを経験
と、ヘリウム回収装置の運転・保守・管理技術 しましたが、会社で時間に追われて働いたこと
の奥義を伝授され、私にとっては、全てが初め をおもえば、公務員の仕事はそれに比べたら、
ての経験であり死にものぐるいの毎日でした。 まさに天国でした。
やっと仕事に慣れてきた頃、鈴木教授が破損
本業の液体窒素製造装置（液化能力：4 リッ
したグラファイトの板（200mm 厚）の現物を持 ター /H）は、毎日連続運転され、週末は 100 リ
ってきました。それは高温炉の中で純銅を溶か ッター容器に貯めておきます。半月に 1 回は
して、実験用のサンプル（サクランボ位の大きさ オーバーホールのために、空気を吸入するヘッ
が左右 3 個）
を作る「型」でした。これと同じ物を、 トの部分を取り外しますが、一人では持ち上げ
何とかして作ってくれないかとたのまれました。 ることができないので、近くの職員・院生や、
当時の研究室は、年間 150 万円位の予算で研 たまたま窒素をもらいにきた研究生に手伝って
究をされていて、業者にグラファイトの加工を もらいました。特に湿度が高い梅雨の時期は、2、
たのむと 10 万円以上かかるので、経費節約の 3 秒で 1 滴位とか、ひどいときは冷たい煙だけ
ために、私のところに仕事がきました。面接の で極端に能力が低下してしまいます。そのたび
時に大見得を切ってしまったので、
「これはや にオーバーホールをして、何とか乗り切ること
るしかなかんべ（栃木弁）」と腹をきめて製作 ができました。そんな苦労をして付き合ってき
に取り組みました。一番苦労したところは、2 た装置も、増え続ける需要に追いつかなくなった
枚の板を重ねて、炉の中で純銅を溶かして流 ことと、市場価格も安くなってきたこともあって、
し込んでいったときに、丸いサンプルができる 2 年後には製造を中止して、業者から 3,000 リッ
のか、できても重ね合わせたところでバリがで ターの貯槽に納入してもらうことになりました。
きないか等悩みました。そこで、型紙を作って
また、当時の液体ヘリウムは、「高嶺の花」
左右対称の位置がずれないように、工夫を凝ら で本郷では手に入らず、物性研で予約をして、
して丁寧に作業を行いました。幸いなことにグ 1 〜 2 リッター入れてもらうのがやっとでした。
ラファイトは加工が容易でしたので、ドリルの 高価なヘリウムガスを回収するためにバルー
刃を丸く研いで半円を削り、そこにフライス盤 ンにつないで、本郷まで運搬して実験を行って
を微妙に操作し、小さな溝を削って、それから いました。研究者は、ヘリウムガスの回収され
2 枚重ね合わせた時に平面がピッタリでるよう たバルーンを私のところにもってきます。その
に、神経を使いながら面加工を行いました。毎 ガスを精製運転してボンベに詰めて、満杯にな
日、午後の合間に、金工室で悪戦苦闘しながら、 ったら、そのボンベを物性研に返却します。そ
遂に 2 週間で完成することができました。実際 んな稀少資源の液体ヘリウムも、昭和 42 年に、
に炉の中に入れて、丸いサンプルが綺麗にでき 本郷に低温センターが建設されて、容易に利用
あがるか心配でした。後日、鈴木教授から、サ できるようになりました。
ンプルがうまくできたと報告を受けたときは、
その頃の思い出として忘れられない事件？が
満足感で一杯になりました。それからまもなく ありました。朝くると液体窒素が無くなってい
金工室の責任者の方が、後片付けが悪いと、怒 ることがたびたびあり、泊まり込んで見張って
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いると、ドアの上の窓から誰かが侵入してきま
した。顔をみたら隣の大学院生で、私がいると
は思っていないので驚いていました。私もその
姿に思わず笑ってしまいました。そんなことが
何回かありましたが、犯人を追及するのが目的
ではないので、緊急でどうしても必要な時は、
「メモでも良いから何リッターもっていくと、
書き置きをしてくださいね」と笑顔でいいまし
た。それからまもなくこの問題は解決しました。
東大紛争がくすぶり始めたのもその頃でし
た。構内が立て看板であふれ、ヘルメットをか
ぶって、こん棒を持った学生がマイクで叫び、
騒音をまき散らしていました。そのころの私は、
収入の半分は、アパートの家賃に支払われてい
たので生活が大変でした。友人の紹介で、プラ
モデルキットを組み立て、完成したものを、デ
パートの展示品にするためのアルバイトをして
おりました。戦車や飛行機、クラッシクカー等、
色を塗って本物に近いように完成させる。趣味
と実益をかねたバイトでしたので、夢中になっ
て徹夜をしたこともありました。最後の仕上げ
の塗装は、アパートではできないので職場で行
っておりました。もちろん勤務時間外です。あ
る深夜、組み上がったプラモデルに、スプレー
で塗装をしていたら、いきなりドアーが開いた
のでビックリすると、西川・平川研の平川先生
でした。東大紛争の真っ盛りのときでしたので、
シンナーの臭いがしたので爆発物の製造か、怪
しいことをやっているのではと疑われたようで
した。今思えば 30 数年前のことが、懐かしく
鮮明によみがえってきます。そのころに永嶺先
生や西山先生との出会いがありました。
昭和 50 年に山崎中井研に配置換えになり、
医科学研究所勤務となりました。そこでは山崎
敏光先生、中井浩二先生はじめ、中山、今里先
生、院生の人たちが、家族的な雰囲気の中で研
究活動をされていました。私は仕事をするとゆ
うよりも、教えてもらう学生のような生活でし
た。それからまもなく、高エネルギー物理学研
究所内に実験室を建設する計画が検討され、永
嶺先生から実験室のレイアウトを何枚も描かさ
れました。だんだんと施設の概要が整理され煮

詰まって、昭和 53 年に「理学部付属中間子科
学実験施設」が認められ、山崎先生、永嶺先生
を中心に本格的に建設の準備が始まりました。
その後はみなさんご存知の通りです。
定年までの 39 年間は、楽しいこと、辛いこ
と「人生いろいろ！」ありましたが、途中へこ
たれず地道に持続して積み重ねてきたことが、
大きな財産になったと思います。
高 3 になる息子は、私に対して、口では逆の
ことをいって反抗しながら楽しんでいるようで
す。でもその振る舞いをみていると、自分の昔
の夢を再現しているようで、おかしくもあり、
頼もしく思うことがあり「親子の絆」を実感し
ます。子供は「親の背中をみて育つ」といいま
すが、息子が後継者として成長できるように、
静かに見守っていきたいと思っています。
いろいろ長々とつまらないことを書いてしま
いましたが、中間子の皆様、関係者の方々、ほ
んとうに有り難うございました。特に永嶺先生
には、永年、いろいろと面倒をみていただき深
く感謝申し上げます。 ■

福地光一さんへの感謝
永嶺

謙忠

KEK 中間子科学研究施設の技術課長 福地
光一さんは、本年 3 月末日をもって定年退官を
迎えられました。ここに、東大― KEK 時代を
通して最も長くおつき合いさせて頂いたものと
して、KEK 中間子を代表して、感謝の言葉を
贈りたいと思います。
福地さんは、1965 年から東京大学理学部物
理学教室の技官となり、1978 年より KEK 中間
子の前身である東京大学理学部中間子科学実
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A New Life in Tsukuba

験施設 ( 後に中間子科学研究センター ) に移ら
れ、1997 年に中間子センターの移行に伴って、
KEK 中間子に移られました。この間、私が物
理教室の助手となった 1971 年からずっとおつ
き合いをさせて頂きました。もちろん東大中間
子− KEK 中間子時代 (1978 〜 2003 年 ) の 25 年
余が中心でありました。
福地さんの中間子時代の最大の功績は、超伝
導磁石系のヘリウム液化冷凍機に関することで、
担当した KEK での 3 台、TRIUMF での 1 台に関
する運転・保守については文字通り中心人物で
あり、かつ若手や支援業者の教育・訓練などの
中心となり、また、長年に亘り、高圧ガス取締
法関連の業務の全てを担当して頂きました。
また、中間子第一及び第二実験室の放射線遮蔽
構造体の設計・製作及び管理を担当されました。
加えて、J-PARC の建設が実質的にスタート
した 2000 年頃からは、ミュオン施設関連のレ
イアウト図作成や放射線遮蔽体設計を担当さ
れ、現在も続けて活躍されています。
福地光一さんの仕事ぶりは、誠実にして献身
的そのものであり、どの様な状況でも時間や場
所を選ばず、困難やトラブルの解決に尽力され
ました。私共研究者として、また中間子施設の
責任者として、福地光一さんにどれ位お世話に
なったかはかり知れないものがあります。福地
さんの尽力なしには、今日の KEK 中間子がな
かったといっても過言ではありません。
この機会に、福地光一さんに心からお礼を申
し述べたいと思います。
福地光一さんは、引き続き研究支援推進員と
して、KEK 物構研ミュオン科学系に勤務され、
これまでのお仕事を続けると共に、後進の指導
に当たられます。
福地さんありがとう

Patrick Strasser

In April this year, I moved to KEK from
RIKEN to join the Muon Science Laboratory,
where I started working mainly on the design
and construction of the new Muon Experimental
Facility in the J-PARC project. This new job is
full of new challenges, and my ambition is to
contribute efficiently to build the world most
intense pulsed muon facility. I have been doing
experimental research with muons for 14 years at
KEK, TRIUMF and RIKEN-RAL, and I already
knew almost everyone here before. So adjusting to
my new working environment at KEK went rather
smoothly. I enjoy working with my new colleagues.
As an anecdote, by moving in April from RIKEN
to KEK, I am the only person who did not change
laboratory's name. Indeed, the Muon Science
Laboratory at RIKEN became the Advance Meson
Science Laboratory, while the Meson Science
Laboratory of KEK changed its name to Muon
Science Laboratory.
My biggest challenge when I started my
new job was to attend all the meetings for the
construction of the Materials and Life Science
Facility (MLF) building in Tokai in Japanese only.
In some sense I was spoiled at RIKEN; I didn't have
to deal with Japanese often besides the time when I
had casual conversation with my coworkers. But at
KEK, I have to concentrate on trying to understand
and participating in the discussion in Japanese. The
meetings often last for hours without any break. It
was very energy consuming for me. Fortunately, I'm
getting used to it, and I hope that I handle Japanese
better in the near future.
I had visited KEK many times before to
perform my experiments at KEK-MSL, but I had
an image that Tsukuba was not a place so attractive
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to live. When I first visited KEK in the past, there
were not so many restaurants or shops around.
But, when I moved to live here with my family last
April, we found out that life in Tsukuba is actually
very comfortable. Now, there are many restaurants,
shops, public swimming pools, movie theaters,
parks, which have lots of green, within 15 minutes
drive from our place. Because we live in a Komuin
Jutaku, my elder daughter, who is seven years old,
has made lots of new friends who live very close
each other. My younger daughter, who is four
years old, enjoys picking flowers and playing with
insects she finds around our place; that she didn't
experience much in when we were living in Tokyo.
Of course, my wife and I were not very enthusiastic
about leaving the place where we got used to live
for 7 years, but now we enjoy our life in Tsukuba.
Actually, it was also a good timing for us to move
since our elder daughter just started the primary
school, and our younger daughter the kindergarten.
It was the start of a new life for all the family, and
we all enjoy it very much.
August 2004

日本原子力研究所先端基礎研究センター
に新しい μSR グループ設立のお知らせ
日本原子力研究所

髭本

亘

J-PARC の建設も始まり中間子科学にとって
も大きな転換期を迎えております。J-PARC の
大強度ミュオンビームはミュオンによる研究
を質、量の両面から変えていくものとなり、新
たな体制により取り組んでいくことが望まれま
す。そのような中 J-PARC の建設場所である東
海の地に新たな拠点が来年 4 月より設立されま
す。これまで国内ではミュオンを主体とした研
究を行う部門は一部の素粒子実験を除くと高エ
ネルギー加速器研究機構ミュオン科学研究施設
および理研 RAL ミュオン施設を抱える岩崎先
端中間子科学研究室しかなく、特に J-PARC が
建設されている日本原子力研究所内にミュオン
による研究を行う部門がありませんでした。新
たに設立される本グループは日本原子力研究
所先端基礎研究センターに属し、国内で初めて
μSR による物性研究に主眼を置いたものであり
ます。現在のところ Robert H. Heffner（現米国ロ
スアラモス国立研究所）をグループリーダーと
し、サブリーダー髭本亘（現日本原子力研究所
先 端基礎研究センター）以下、順次増員を図る
予定です。研究対象はアクチノイド系など f 電
子系を主体としたものとすると共にその他にも
柔軟に対応できるものといたしたく思います。
また、J-PARC ミュオン科学施設において物質研
究に特化したスペクトロメーターの設置を行い、
J-PARC を拠点とした研究を展開していきます。
μSR という測定法はまだ完成されたもので
はなく、更に様々な可能性を秘めているもの
と信じております。これまで μSR 法の発展に
は日本からの寄与が欠かせないものであったこ
とは言うまでもありません。我々のグループも
μSR の歴史に新たな展開を刻める様、努力し
ていくつもりでございます。どうぞよろしくお
願い致します。
なおこの場を借りまして本グループ設立にご
尽力いただきました安岡先端基礎研究センター
長を初めとした方々に感謝申し上げます。
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研究会・ワークショップ報告

第１回 ISMS Facility Subcommittee
（データ解析）

いような ) システムで運用されており、それぞれ
MIDAS+Root+Qt（PSI）
MIDAS + Tkl + VxWorks（TRIUMF）、
MCS + LabView（ISIS）、
Exp2k + Paw++ + LabView(KEK)、

日本原子力研究所
先端基礎研究センター

髭本

亘 の組み合わせで使用され、一台または二台の

ISMS をご存知でしょうか？
"International Society for μSR Spectroscopy" と
い う Los Alamos 研 究 所 の Robert H. Heffner 氏
を会長とする委員会であり、
http://cmms.triumf.ca/~isms/peo/ismsStats.php
を見る限りは世界で 205 名（うち日本からは
39 名）が加入しているようである。その下部
組織に "facility subcommittee" なるものが存在す
る。この委員会は μSR 実験を遂行するのに必
要な施設側の環境を議論する場として発足し、
2004 年 4 月 29-30 日に初めての各施設顔を揃
えての会合があった。本稿ではその報告を行う。
主たる出席者は Syd Kreitzman 氏（TRIUMF）、
Steve Cottrell 氏（ISIS）
、Robert Scheuermann 氏
（PSI）
、Thomas Prokscha 氏（PSI） お よ び 髭 本
（3 月 ま で KEK、 現 在 JAERI） で、A.Amato、
D.Herlach、H.Luetkens、U.Zimmermann（PSI）
各氏も一部加わり、Paul Shereller Institute（PSI）
において行われた。
筆者は PSI を初めて訪問したのだが、チュー
リッヒから一時間程度の距離で、その意味では
比較的便利なところにある。ただし周囲には何
もない。山と川と牛に囲まれた長閑な村に突如
現れる古い SF 映画に出て来そうな奇妙な建物
（これは最近建てられた放射光施設）は周囲か
ら完全に浮いていた。
初日はまず各施設の現状として、データ取得
系（DAQ）、磁場、温度環境、解析環境等それ
ぞれの施設の設備や使用機器、新たなデバイス
などが紹介された。
例えば DAQ はそれぞれの特徴がある ( ようなな

PC により運用されている、などが報告された。
ISIS などは比較的 KEK と近く LabView ベース
の機器操作と MCS（これは alpha-VAX 上で動
いている）の組み合わせで動いており、ログな
ども含めてかなり共通点があり、自動ゼロ磁場
制御など KEK では中断しているものも含めて
一通りの機能がそろっている。また交流磁化率
との同時測定など各種の実験が遂行できるよう
機材が取り揃えられていた。
温度環境はどこも似たようなものである。
磁場は DC とパルスで意味が異なるがどこも
数テスラまでの磁場の印加は可能である。また
最近の PSI で使用が検討されている磁場に強い
APD を用いたビームモニターや、エレクトロ
ニクスなどの新規設備の紹介もなされた。
その後データフォーマットの検討を行った。
これはこの委員会の主要なテーマのひとつで
あり、現状では各施設（KEK、TRIUMF、ISIS、
PSI）すべてが異なるデータ形式でデータが保存
されていることにより生じる問題に取り組んで
いる。複数の施設を使用する場合、解析プログ
ラムごとに読み込むことが可能なフォーマット
が異なるため場合によっては施設ごとに異なる
解析プログラムを用いることを強いられること
になってしまう。実際に KEK においても DAQ
の変更後にこの問題は生じている。
例えば Wimda という Francis Pratt 氏作成のプ
ログラムは BOOM 形式は読めたが hbook 形式は
（筆者の知る限り）読めないため（hbk->.msr->.tri
とデータ変換すると読めるはずだがなぜか認識
してくれない）、現在 KEK のデータ（hbook 形式）
を読み込むことができず、そのため Wimda を
利用しているグループには不都合が生じている。
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そういったこともあり統一的なフォーマッ
トを作った方がよいのではないかということが
1999 年の μSR 国際会議において Tanya Riseman

Windows 上で動くソフトは重要である。ユーザ

ることには乗り気でなかった）、少なくとも選
択枝のひとつとして用意する必要がでてくるの
では考える。またファイルサイズがどうなるの
かなど確認すべきことはまだある。これは今後
後述の technical workshop 等で更に多くの人を
交えて議論することになる。
データ解析については特にソフトを統一す
ることはないのであるが、プラットフォームは
問題となりうる。現実的にはどこの国も大部分
の μSR ユーザーは windows を使っているので

れる予定である。
議題となるものとしては、以下のようなもの
があげられた。
・ 生成標的からのビーム取り出し
・ ソレノイド（これは TRIUMF、M9B において
スピン偏極が傾いている状況について議論し
たいとのこと）
・ ビームラインとスペクトロメーターのシミュ
レーション
・ ビームプロファイル（主にモニター）

ーにわかりやすい環境としてはボタンひとつで
解析ができるような環境が考えられ、単純な解
氏によって提案された。求められることはどの 析についてはこれでよいであろうが多少複雑な
プラットフォームでも読めることなど汎用性の ことを行うにはそのようなものではおそらく不
あるものかつ必要な情報をすべて盛り込めるこ 十分であろう。現在の msrfit で行うことができ
となどが望まれる。
ることをなんらかの GUI を作成して容易に行
この条件を満たすものとして候補に挙げられ うことができるようにすることを想像するとそ
ているのが NeXus である。これは中性子や X れがかなり複雑な作業であることがわかる。
線などで広く使用されているデータフォーマッ
また KEK では現在独自なものがない一方で
トであり、
他の施設ではそれぞれ発達した環境を持ってい
http://www.neutron.anl.gov/nexus/
る。これは商用ソフトを利用した場合も同様で
を見るとわかるように国際的な組織により運 例 え ば ISIS で は Origin（ 商 用 の グ ラ フ ソ フ
用、メインテナンスされている。またユーザー ト）のマクロを用いたもので動的久保鳥谷部関
コミュニティーも広い。更に（中性子関係では 数に対応したものまであるそうだ。KEK でも
あるが）NeXus を認識できる多数のソフトウ Paw++ をベースにしたものなどが候補にあっ
ェ ア ー が 存 在 し、Application Program Interface たが今現在標準的な解析ソフトというものは構
(API）という形で各種のものが整備されている。 築されておらずカレイダグラフなどのグラフソ
それと共に少なくとも物性コミュニティーの中 フトや他施設で作られた解析プログラム (msrfit
で市民権を得ている形式であるため新規参入し 等）が用いられているが、将来的には GUI の
ようというユーザーに少しでも馴染みの深いも きちんとしたプログラムの整備が望まれる。
のであり、少しはユーザーの裾野を広げるのに
各 ソ フ ト に つ い て も 話 題 と な り、 例 え ば
役立つのではないかとの意見もあった。ミュオ Wimda は現在の KEK 以外のフォーマットはす
ンに関しては実際に ISIS ではすでにこのフォ べて読み込むことが出来る上に Windows 上で
ーマットが使用できるようになっており、今後 動くということで評価される一方で Delphi4 と
μSR においても NeXus が共通フォーマットと いう商用ソフトがないとソースをいじることは
なる可能性がある。
出来ないなど問題 ( 不満）も指摘された。
ただし実際は NeXus だけを唯一の、または
２日目は "workshop on μSR technology" につ
すべての施設における標準データフォーマット いて話し合った。
とする必要があるかどうかは各施設で若干考え
これは前回の ISMS 委員会で提案されたもの
方は異なっているが（例えば Syd Kreitzman 氏 で、永嶺謙忠氏（KEK-MSL) をホストとして行
はそれを TRIUMF のメインのデータ形式とす われることで合意を得ており、秋に日本で行わ
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・ 非線形のビームライン調整（例えば三連四重
極磁石を同時に動かすことによるチューニング）
・ 時間分解能の向上、特にパルスビームで何が
できるか？
・ 小さな試料での実験（アクティブコリメーター、
タグをつける、トラッキングをする、fly past 等）
・ PMT （APD、Multi-Anode、"multi" 等）
・ 高磁場、高温、高圧などの極端条件下での測定
・ 電場、交流磁場、光照射等の条件下での測定
や交流磁化率との同時測定など。
・ DAQ
・ 超低速や β-NMR などの新技術
これらの話題について議論する場として多く
の人の参加が望まれる。
最後に実験施設の見学をさせてもらった。予
想していたより古い施設であったが随所に工夫
が見られ非常に刺激を受けるものであった。

理研シンポジウム 2004
「理研 RAL におけるミュオン科学の現状
・将来展開」に関しての報告
理化学研究所
岩崎先端中間子研究室

渡邊

功雄

2002 年 4 月に理研ミュオン科学に岩崎雅彦
主任が着任し、また、2004 年からは松崎副主
任が理研 RAL 支所長になるなど、新しい体制
で理研 RAL ミュオン施設の運営が行われすで
に 2 年が経過しました。これまで多くの共同

研究者の方々と原子核・物性実験を行い、数多
くの結果を出してきました。そこで、本年 5 月
27 日と 28 日の両日に、この 2 年間の総まとめ
としての成果発表会を開催いたしました。おり
しも両日ともに上天気で、気分よく会議を開催
なお今後この委員会は
できました。理研大河内ホールに理研 RAL ミ
2005 Oxford（μSR2005 と同時に）
ュオン施設を用いて実験を行った、各グループ
2006 Vancouver?
の実験責任者の方々にご参集いただき、これま
2007 日本（J-PARC の建設が進んだところで） での成果をまとめて報告していただきました。
と仮予定されている。
この成果発表会は、日本物理学会の協賛のもと
（敬称略） に、理化学研究所の公的な理研シンポジウムと
して開催されました。また、同時にこの成果報
告会は理研 RAL ミュオン施設における第 II 期
ミュオン科学研究の外部専門家による中間評価
をかねました。
27 日午前 10 時から開催され、前半には理論
の研究も含み原子核実験関連の 6 つ講演が執り
行われました。会場には、共同研究者のほかに
理研 RAL 課題審査委員会の委員の方々、およ
び中間評価委員の方々が列席されました。後半
からは物性実験へと移り、物性実験関連の共同
研究者の方々も序々に数が増えてきました。27
日のセッションでは、学習院大学の開康一氏の
招待講演を含む、6 つの講演が設定されました。
これらの講演の後、
「パネル討論」と題しまして、
これからの理研 RAL ミュオン施設のあり方に
関して、4 人のパネラーの方々のご意見を交え
た討論会を開催いたしました。討論会には、理
化学研究所理事の方々もご参加され、ご意見を
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いただくとともに、今後の施設に対しての要望
が、共同研究者の方々から提案されました。27
日夜からは懇親会が催され、原子核・物性の方々
が一同に介して情報交換や議論を行うなど、に
ぎやかに歓談の輪が広がりました。当初予定し
ておりました出席者に加え、当日参加された方々
も懇親会へ出席いただき、より幅広い歓談がで
きました。また、有志の方々による続懇親会も
執り行われ、くったくない交流が得られました。
28 日は朝 9 時半よりセッションを開始しま
した。隕石の非破壊成分分析へ向けた予備実験
の報告に続き、13 の物性実験の結果が報告さ
れました。途中、広島大学の鈴木孝至先生によ
る招待講演を行い、理研 RAL ミュオン施設に
おける新たな実験の可能性が議論されました。
今回の成果報告会におきましては、各公演
の持ち時間を少々長く設定し、より詳しい報
告と議論ができるように配慮し、実験結果のみ
の報告で終わらせることなく、活発な議論を通
じて次の実験へとつなげることを期待いたしま
した。また、共同研究者のみならず、今後理研
RAL ミュオン施設で実験を企画予定の方々に
もご参集いただき、理研 RAL の現状およびミ
ュオンを用いた物理実験の実際を感じてもらう
シンポジウム形式といたしました。このため、
2 日間での総参加者は、123 名にのぼり、北は
札幌から北陸は金沢から中部は広島からなど、
各地の大学から多くの研究者の方々にお集まり
いただきました。新しい体制での理研 RAL ミ
ュオン施設は、今後ともこのような活動を通じ
て、より多くの共同研究者の方々とともに、幅
広い分野で多くの研究成果を残していくことと
思います。今回の成果報告会は、その第一歩と
して大変有意義なものとなったと考えておりま
す。今後ともこのような機会を定期的に設け、
理研 RAL ミュオン施設を中心とした共同研究
者の方々のつながりを広めて行きたいと考えて
おります。また、聴衆の方々からの要望もあり、
各公演の発表原稿は、理研 RAL ミュオン施設
のホームページに掲載しております。ご興味の
ある方はホームページ（http://riken.nd.rl.ac.uk/
ral-j.html）をご覧ください。

NuFact04 Workshop

理化学研究所
岩崎先端中間子研究室

石田

勝彦

2004 年 7 月 26 日から 8 月 1 日にかけて、大
阪 大 学 に お い て NuFact04 Workshop (The 6th
International Workshop on Neutrino Factories and
Superbeams)（組織委員長 久野良孝氏（阪大））
が開催された。ニュートリノファクトリーと
は、メガワット級の陽子ビームで大強度のミュ
オンを生んで数十 GeV まで加速し、長い直線
部を持つ蓄積リングに貯蔵し、そのミュオンが
崩壊する際に大量のニュートリノビームを発生
させるものである。このニュートリノを大型の
測定器で観測し、ニュートリノ振動のパラメー
ターを精密に決定することにより、物理の基本
法則の解明を目指す。一方、大強度のミュオン
ビームが生成されることから、ミュオン科学へ
の利用も大いに期待でき、ミュオン科学もニュ
ートリノファクトリー推進の重要な１つの柱と
なる。
この会議は、ヨーロッパ、米国、日本の 3 極
で順に開催され、今回は第 6 回目にあたり、ち
ょうど 2 巡したことになる。一昨年 (Imperial
College、London) と昨年（Columbia University、
New York）の NuFact 会議については、めそん第
16 号と第 18 号に阪大の青木氏による記事が掲
載されている。なお、次回は 20005 年 6 月にイ
タリアの Frascati で開催するとのことである。
会議場となった大阪大学コンベンションセ
ンターは 400 人規模のメーンホールと、100 人
規模の中会議室が数室ある立派なものであっ
た。夏の盛りであり外は猛暑であったが、空
調の効いた会議場のおかげで、会議に集中す
ることができた。会議期間は中日の休日を除く
と 6 日間に及び、初日は全部 plenary session、そ
れ以後は午前が plenary session に宛てられた。
初日と最終日を除く 4 日間には 4 つの Working
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Group(WG) に よ る parallel session も 設 け ら
れ、WG1 は Neutrino Oscillation Physics、WG2
は Neutrino Scattering Physics、WG3 は Machine
Design and R&D、WG4 は Intense Muon Physics
となっているので、WG4 を中心に報告する。

るがフレーバーを保存しない反応があっても良
いとされ、どのレベルで破れているのかが興味
の対象となっている。ミュオンレプトン数非保
存の観測対象としては、μ → eγ, μ → eee, μN →
eN などの反応があり、ミュオンレプトン数非
ニュートリノ科学に関しては、現状のまとめ 保存の実験値の上限は 5 〜 10 年毎に 1 桁程度
やニュートリノ発生・測定器の次期計画が紹介 ずつ下がっている。それとともに実験も大規模
された。ニュートリノ振動に関しては、実験デ になっており、イベントレートを稼ぎながらも、
ータからその存在がほぼ確実という了解が得ら 稀崩壊信号と重なるバックグラウンドを如何
れているようであるが、詳しい議論をするには、 に下げられるかが課題となっている。これら上
今後のスーパービーム、大型測定器、さらには 限値を一気に 3 〜 6 桁以上下げようという計画
ニュートリノファクトリーなどが待たれる。ど が、MEG、MECO、PRIME であり、それぞれに
の計画を優先して進めるかについては今後の議 ついて紹介があった。MEG については、液体
論となるようである。
ゼノンによる γ 線検出などの R&D が順調に進
ニュートリノファクトリーの実現のために んでおり、実験装置の組み立てが進行中である。
は、大強度陽子加速器、パイオン生成標的、パ MECO は、パイオンの大立体角取り込みなど、
イオンおよびミュオン収集、ミュオンビームク ニュートリノファクトリーの必須技術の先駆け
ーリング、ミュオン加速および蓄積の順を踏む となる野心的な計画であるが、予算が承認され
のが一般的なシナリオとされている。このどの たとのことである。PRISM/PRIME はさらなる
部分をとっても多くの R&D が必要であるが、 大強度ミュオン発生と運動量均質化などを取り
今後 5 年くらいかけてプロトタイプに向けて 入れて、その先を目指している。
実証実験が行われることが期待されている。米
同様に標準理論の破れを測るものとして、ミ
国からは、全体デザインの見直しにより建設 ュオンの異常磁気能率 (g−2) の BNL でのミュ
費用を当初案の 1/3 に削減にできる見通しがつ オン蓄積リングによる精密測定結果を Miller 氏
き、予算獲得の障壁をさげられたという報告が (Boston 大 ) が 示 し た。 異 常 磁 気 能 率 (g−2) が
あった。ヨーロッパからは、予算の緊縮により 0.5ppm の精度で決定されており、CERN での結
CERN での R&D が停滞したという昨年の暗い 果を 1 桁以上改善した。理論との比較で 2.4σ
状況と比べて、英国 RAL でのミュオン冷却実 程度のずれが見えているが、ずれがあったと言
証実験 (MICE) 計画などで活動が復活しつつあ えるかどうかは微妙な結果である。実は理論誤
るというニュースがあった。日本では FFAG と 差の大部分がハドロンループの寄与の不確定性
いう特色ある加速器を用いた独自案の R&D が から来るもので、これを他の実験から決める際
進んでいる。
の課題について報告があった。一方、標準理論
ミュオン科学に関しては、基礎物理から応用 ではミュオンの電気双極子はゼロである。CP
にいたるまで幅広い参加があった。それぞれ最 非保存に関して、電気双極子のゼロからのずれ
先端の理論・実験の近況や計画が紹介され、実 を精度良く測ろうという計画が紹介された。
りあるものとなったと思う。以下、発表の中か
稀崩壊以外のミュオン崩壊についても精密実
らいくつか選んで紹介し報告を終わることとす 験が進んでいる。弱い相互作用のフェルミ結
る。
合定数 GF は微細相互作用定数 α や、Z ボゾン
レプトンのフレーバー（電子、ミュオン、タ 質量 MZ と並んで、電弱標準理論の 3 基本定数
ウの各世代）数が保存するというのは、昔の の 1 つであり、これはミュオンの寿命から最
素 粒 子 物 理 で は 常 識 だ っ た と 思 う が、Super も精度良く測ることができる。従来の 1 ミュオ
Symmetry Model では非常に小さな確率ではあ ン／時間窓方式では統計に限界があることは明
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らかで、友野氏（KEK）は多ミュオン／時間窓
方式を始めて採用した理研 RAL での寿命測定
実験の解析のほぼ最終段階の結果を示した。一
方、Gray 氏 (LBL) より報告があった PSI での
MuLAN 実験では、連続状ミュオンビームをキ
ッカーで bunch することによって、寿命測定中
に他のミュオンが入ってこないようにする。理
研 RAL に比べての利点は、繰り返しが多くと
れるため測定器への負担が小さいことである。
キッカーの問題のために当初予定より遅れてい
2004 年から RUN が始まるとのことである。
るが、
ミュオン原子関係では、Gray 氏がミュオン
核吸収実験の計画 について紹介した。ミュオ
ンの陽子への核吸収は、β 崩壊と並んでハドロ
ンを含む弱い相互作用の基本反応であるが、こ
こではミュオン分子生成は邪魔者となる。液体
水素の 1% 以下の標的密度にして、ミュオン分
子生成や分子内オルソパラ変換の影響を受けず
に、実験を行うことができる。一方、ミュオン
分子生成が重要な役割を果たすものとしてミュ
オン触媒核融合があり、石田（理研）が現状を
紹介した。また Strasser 氏 (KEK) より、ミュオ
ン原子 X 線を不安定原子核電荷半径の決定に
使うための feasibility study が理研 RAL で行わ
れ、平均濃度 0.5ppm で固体水素に打ち込んだ
アルゴンにもミュオンが移行してミュオン原子
X 線が観測されたとの報告があった。
μSR については、植村氏 (Columbia 大）が物
性物理での有用性を超伝導発現メカニズムを例
にとって示した。また、Morenzoni 氏 (PSI) は
plenary 講演で超低速ミュオンビームによる多
層薄膜での応用など示し、特色あるビームが新
しい研究対象を生む例として印象的であった。
高エネルギーミュオンの強い透過力を利用し
て、radiography（物体透視）に用いることがで
きる。永嶺氏 (KEK) より、宇宙線ミュオンを
用いた火山透視が紹介された。さらに、加速器
で生成した大強度ミュオンビームの物体中のエ
ネルギー損失と散乱角を測れば、数メートル規
模の物質の密度長と物質（原子番号）が同時に
計れるとの説明があり、そのための方策が示さ
れた。

ミュオン実験のためには、特色ある大強度の
ミュオンビームが望まれる。宮寺氏（東大）か
らは、表面ミュオンの大立体角収集装置大オメ
ガについて、デザインや得られたビーム特性な
どの報告があった。J-PARC でのミュオン施設
について、三宅氏 (KEK) から物質・生命科学
実験施設でのミュオン施設の建設状況や、それ
を利用して行うミュオン科学の話があった。ま
た佐藤氏 ( 阪大 ) から 50GeV からの速い取り出
し施設に PRISM や PRISM-II などのミュオン発
生装置を取り付け、ミュオンレプトン数非保存
実験や g−2 およびミュオン電気双極子実験に
用いる計画が示された。
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NP04 国際会議

に有意義であったが、この国際会議のクライ
マックスは何といっても 2 日目の夕方に行われ
た J-PARC 建設地の見学ツアーであった。参加
理化学研究所
者は 3 台のバスに分乗し、原研東海研究所の中
岩崎先端中間子研究室
松田 恭幸 に建設中のライナック建屋、3GeV リング部、
50GeV リング部を見て回った。それぞれの建
設現場で具体的な現状や問題点などの説明を受
NP04 は J-PARC 50GeV 陽子シンクロトロンか けながら、将来自分たちが研究を行う場所を自
らのビームを用いて行われる原子核物理、素粒 分の目で見ることができたことで J-PARC プロ
ジェクトをより身近で現実的なものとして感じ
子物理実験について議論する国際会議である。
NP01、NP02 に続いて 3 回目の開催となる今 ることができたと思う。
物質・生命科学実験施設で研究を行うことに
年 は 8 月 2 日 か ら ４ 日 ま で 3 日 間 の 日 程 で、
J-PARC の建設が進む東海村の「テクノ交流館 なる研究者の方々にもこのような機会をぜひ実
RICOTTI」で行われた。
現して頂けるよう希望したい。
初 日 は J-PARC 全 体 の プ ロ ジ ェ ク ト 像 や
J-PARC で 行 わ れ る 様 々 な 物 理 に つ い て の
Plenary Session で占められ、ミュオンに関連
する話題としては阪大の青木さんが 50GeV シ
ンクロトロンで得られる大強度のミュオンビ
ームを用いた素粒子物理実験の可能性につい
て講演した。また、東大の Widmann さんが現
在 CERN で行われている反陽子と反水素の物
理について講演し、こうした物理を J-PARC の
50GeV シンクロトロンで実現する可能性につ
いて議論が行われた。
2 日目はハドロン物理、ストレンジネス物理、
K 中間子物理、ミュオン物理のそれぞれに分か
れて Parallel Session となった。ミュオン物理の
セッションでは、この NP04 国際会議の１週間
前に大阪で開かれた NuFact04 国際会議に引き
続き、ミュオンを用いた様々な素粒子物理実験
の現状と将来の展望について、活発な議論が行
われ、ミュオンが古くから様々な実験に用いら
れているにも関わらず、依然として興味深い研
究対象であることが確認された。
3 日目は午前中に Parallel Session の続きを行い、
午 後 に 再 び Plenary Session に も ど り、 各 Parallel
Session の続きを行うとともに、J-PARC のビーム
供用が近づいていることを踏まえて、J-PARC の
運用体制に対してユーザーサイドからどのよう
な要望をあげていくかについて議論を行った。
どのセッションも熱心な参加者が多く非常
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第 27 回半導体国際会議

多かったように思う。これはもちろんこの分野
が現在活発に研究されていることもあるが、あ
るいはプログラム委員会の好みも反映されてい
KEK 物質構造科学研究所
るかもしれない。ちなみにプログラム委員会議
ミュオン科学研究施設 下村 浩一郎 長は C.G.Van.de Walle でありこの方面のリーダ
ー的存在である。
ここで 2 〜 3 の話題について報告しておきた
7 月 26 日より 30 日まで上記国際会議が米国 い。もとより現在筆者の興味が半導体中のミュ
アリゾナ州フラグスタッフの北アリゾナ州立大 オニウムという半導体物理全体からみれば特殊
学でおこなわれた。フラグスタッフはあの有名 な分野であるため、おのずと半導体中の不純物
なグランドキャニオンから 100km ほど南に位 特性および水素原子の半導体関連物質中でのふ
置する、標高 2000m の高原に開けた人口 8 万 るまいといった限られたものとなる。具体的に
人程度の小さな町で、うち大学生が 2 万人をし は以下のような素朴な問題意識を持ってこの会
めている。町そのものは落ち着いた田舎町であ 議に出席したのだが、ある程度の収穫はあった
るが、鉄道駅周辺や郊外ではグランドキャニオ ように思う。
ンやモニュメントバレーに近いせいか、やたらと 1) ZnO 中の水素が n 型電気伝導性の起源で
あるというシナリオは確立したのか？
モーテルのちかちかとしたネオンサインが目につ
2000 年に Van.de Walle による理論予想が提出
いた。7 月も末というのに日中でも気温は 30 度
を超えることはなく、明け方は肌寒いくらいで、 されて以来、我々の μSR 測定を含む様々な実
験的検証がおこなわれており、もはやほぼ常識
ちょうど軽井沢のような過ごしやすさだった。
同会議は 1954 年に英国で第 1 回が開催され になってきた観がある。今回も水素雰囲気下で
て以来、2 年に 1 度開催され、半導体物理全般 処理された試料についての赤外線吸収分光およ
をカバーする唯一の国際会議として長い伝統 びラマン分光の 2 つの実験結果が発表されてい
を持っている。したがってここ 1 〜 2 年の主要 た。いずれの結果も 2 種類の水素に関連した信
な研究結果については、たいていこの機会に直 号を検出しており、これは我々の従来の主張（2
接研究者自身からその内容を聞くことのできる つのミュオニウムが存在する）と合致している。
大変便利な会議である。実際には 4 つのパラレ また占有サイトについても議論がおこなわれてい
ルセッションから構成され、自分が興味を持っ たが、1 つは c- 軸に平行なボンドセンターですべ
たものですらすべてを聞くことは不可能である ての実験が consistent であるが、もう一方は解釈

が、アブストラクト集をざっと眺めているだけ
でも現在の研究動向がうかびあがってくる仕掛
けとなっている。日本では 2000 年には大阪で
開催されたところが記憶に新しいところである。
さて今回の発表講演数は、基調講演 9、招待
講演 36、口頭講演 166、ポスター講演 950 あまり
であり、出席者は 1000 名程度であったとのこ
とである。全般的な傾向を大阪のときと比較す
れば、量子ホール効果関係の話題が少し減って、
スピトロニス関係が大幅に増えている印象を持
った。またキーワードとして量子情報がおおい
にもてはやされていた。また今回はワイドギャ
ップ半導体の話題が招待講演、口頭講演に特に

が分かれている状況であった。この点については
互いにもう少し詰める必要があるかもしれない。
これと関連して大変面白かったのは ZnO 中に
アンモニアを熱分解することで窒素をドープし
た試料についてのラマン分光と SIMS の同時測
定について報告があった。窒素は第 1 原理計算
では ZnO 中でアクセプタとなることが予想さ
れているが、実際にはなかなか p 型にはなって
くれない。このような試料で彼らが確認したの
は N-H complex がかなり形成されているらしい
とのことである。これは GaN 中の Mg とまった
く同じ状況であり、水素をうまく除去できれば、
p 型が得られるかもしれないというものであった。
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2)

GaN の unintensinal な n 型電気伝導性の起

源について議論は決着したのか？
これについては期待していたほど（あるいは
期待どおり？）議論はにつまっていないようで
ある。ただしこれは筆者の大勘違いで、世間で
は酸素やシリコンといった不純物でコンセンサ
スが得られているのかもしれない。ただ陽電子
の精力的な実験結果などにより Vacancy はほぼ
完全に否定されたようである。筆者も、最近の
μSR の結果をもとに GaN でも ZnO と同じよう
に水素が n 型電気伝導性の起源ではないかと唱
えてみた。これには講演後の休憩時間も含めて
様々な方から質問、疑問を受けたがかなり興味
を持っていただいたようである。2 年か 4 年先
の会議ではこのことも常識となってくれている
とうれしいのであるが・・・。
3) 水素の存在が物性を定めてしまう半導体関
連物質にはどんなものがあるのか？
今回の会議ではいささか驚いたことに半導体中の
水素はある種のトピックスとなったといってよい。
たとえば Neugebauer は最近の第 1 原理計算
に基ずく水素原子の多様な半導体中でのエネ
ルギーレベルについての理論予想について講演
し、ZnO 等以外にも浅い準位のドナー、アク
セプタとなる半導体、酸化物が存在することを
示した。また希釈磁性半導体 GaMnAs におけ
る Mn 由来の強磁性発現はやはり水素原子によ
って阻害されるのではないかと示唆する研究結
果も発表されていた。また表面状態における水
素原子の効果が重要なのはいうまでもないが、
今回もダイアモンド、シリコンカーバイトにつ
いての研究がそれぞれ招待講演として発表され
ていた。これらの新しい研究課題にもミュスア
ール法が新たな知見を加えることを期待したい。

SCES2004 強相関電子系国際会議
日時：2004 年 7 月 26 日〜 7 月 30 日
場所：カールスルーエ（ドイツ）
都立大学大学院理学研究科

青木

勇二

SCES(The International Conference on Strongly
Correlated Electron Systems) 2004 が、 ド イ ツ の
カールスルーエ大学内に新築された講堂で開催
された。Chairman は同大の H.v. Löhneysen 教授
で、Ce(Cu,Au)6 系の非フェルミ液体状態に関す
る研究で有名である。例年どおり、f 電子およ
び d 電子系で発現する強相関電子状態に関する
実験的理論的研究の報告が行われた。参加者は
540 人。日本からの参加者 190 人は、地元ドイ
ツの参加者 120 人よりも多く、閉会式でこれが
棒グラフとして公表された時には、会場から「今
年もか」という感じのどよめきが起こった。
会議のプログラム編成は大まかには、一日
あたり、約 20 件の口頭講演（パラレルセッシ
ョン無し）と 120 〜 180 件のポスター講演か
らなる。ポスター講演は、ランチタイムを含め
ての 2 時間なので、全くの時間不足であった。
よって、夕方 6 時以降にポスター会場にビール
バーが設けられて、ビールを片手にその続きが
行われることになった。私を含めてスクッテル
ダイト関係者のポスター講演は最終日だったた
め、この時間延長の計らいは無く、消化不良感
が残ったのは残念だった。
カールスルーエの中心部は、城を中心に道
が放射状に広がる形となっており、どこから
でも城が眺められる特徴がある。カールスルー
エ大学は、この城の隣に位置している。町は大
きくないし、トラムによる交通の便も良く（会議
期間中の定期券が参加者に配布された）
、治安も
良いので、心地よい滞在を楽しめた。会議後は簡
単に町に繰出すことができ、久しぶりに会う人々
と、サマータイムを満喫しながら、露地のパラ
ソルの下で飲むワインやビールは美味しかった。
会議のトピックスとして、量子臨界点（QCP）
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近傍の非フェルミ液体状態 (St. Julian)（MnSi で見
られる一次転移 (C. Pfleiderer)、超伝導体 CeCoIn5
に お け る Hc2 と QCP の 近 接 (R. Movshovich)、
低 次 元 系 特 有 の 現 象 の 理 論 的 取 り 扱 い (S.
Sachdev) などへ広がりを見せている）
、最近発
見された反転対称を持たない超伝導体 CePt3Si
の研究の現状、d 電子系や f 電子系の軌道と電

(A. deVisser)、CeRu2(GeSi)2 と RMn4Al8(B.D. Rainford)、
Ba2PrIrO6 (A.D. Hillier) があった。会議全体を通
じて、μSR 関係の参加者は少ないと感じた。後
で E. Bauer 氏と CePt3Si について議論したが、ZFμSR の解釈は A. Amato 氏によるもので、結晶内

に二つのミュオン停止位置があり、それぞれの
位置で内場の大きさは大きく異なっており、超伝
荷の秩序、URu2Si2 の hidden order（O.O. Bernal 導転移温度前後でそれが変化しない特徴を持つそ
は周回電流の証拠をつかむべく NMR 線幅を調 うである（この点で CeCu2Si2 とは状況が異なる）
。
べている現状を講演では報告したが、本心は冷
カールスルーエの郊外には ITU があり、こ
めているようであった）、強磁性超伝導体 UGe2 れまで超ウラン化合物の研究をリードしてき
や URhGe（A. Huxley）、幾何学的フラストレー たメッカでもある。会議中、ロスアラモス、原
ションに起因する重い電子状態（C. Broholm）、 研、グルノーブルの関係者も交えて夕食を兼ね
PrOs4Sb12 を始めとする充填スクッテルダイト たミーティングが行われ、Am 化合物で新たな
系、超伝導体 NaxCoO2・yH2O、銅酸化物のスト 超伝導体が見つかっているなど、最新の情報交
ライプやノーマル状態のギャップ構造、などに 換が行われたようである。超ウラン化合物に関
焦点が当てられた。会議の最後で C. Varma 氏が、 する講演は、本会議よりも、その直前にプラハ
近藤問題、重い電子系の歴史を振り返りながら、 で開催された「欧州物理学会凝縮系分科国際会
彼なりの現状の整理と今後の展望を述べ会議を 議 EPS-CMD」の方で多くなされた。
まとめた。
本会議に前後して、上述の EPS-CMD 以外に
μSR 関係の発表として、反転対称を持たない も、グルノーブル、オランダ、ドイツで会議が
超伝導体 CePt3Si では反強磁性と超伝導が共存 あり、欧州をホップする人を何人か目にした。
していること（E. Bauer：招待講演の中で）、充
本 会 議 の 詳 細 は、Web page (http://www.
填スクッテルダイト化合物 PrRu4P12 における金 sces04.physik.uni-karlsruhe.de/index.html)
属 - 絶縁体転移（S.R. Saha）、重い電子超伝導体 をご覧頂きたい。来年の SCES2005 は、オースト
PrOs4Sb12 で観測された自発的内場は LaOs4Sb12 リアのウイーンで 7 月 26 〜 30 日に開催される予
では見られないこと（Y. Aoki）、NaxCoO2 系の 定である（Chairman：ウイーン工科大 E. Bauer 教授）
。
SDW 転移（J. Sugiyama）、(UTh)Pd3 の磁気秩序

閉会式で、本会議のロゴについて解説する Chairman。
城から放射状に広がる道、街中のピラミッド、量子臨
界点近傍の相図がモチーフだそうである。

会場には二つの巨大なスクリーンがある。
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施設だより

J-PARC 統合計画の現状

J-PARC ミュオン科学施設ワーキング
グループ報告
三宅

康博

三宅

（KEK 物質構造科学研究所）

康博

（KEK 物質構造科学研究所）

J-PARC 統合計画関連の大きな出来事として、 [1] 物質生命科学実験施設（MLF）建家の開始
2004 年 7 月 16 日に開催された第 1 回利用者協 と、コンポ調整
議会が挙げられる。委員長として、東北大学教
平成 15 年 4 月より見直されてきた建家設計
授橋本治氏が選出され、運営体制、ビームライ が終了し、入札の結果、清水建設 Jv が受注した。
ンや実験装置の整備、ビームコミッショニング 杭うち作業などの建設が順調に進行している。
計画、利用料金の問題等が議論される。ミュオ この事に伴い、各部屋毎、並びに各階毎のコン
ン科学からは、東工大教授の西田信彦氏、理研 ポ調整作業を原研側、業者 30 数社、清水建設
の松崎禎市郎氏の 2 名が中間子連絡会の推薦に と行っている。主に、壁貫通口、埋め込み金具
より委員として出席された。今後 3 ヶ月に一度 などの建築との取り合いになる箇所の調整、並び
の頻度で開催される予定である。
J-PARC 完成後の運営体制について、原研、
KEK で議論されてきた検討結果が持ち寄られ、
8 月を目処にまとめられる方向で、運営体制検
討会が立ち上がった。委員長は、松下物構研副
所長、副委員長は、横溝東海研副所長である。

に空調配管・冷却配管、サンプリング配管、電気
配線ケーブル・ラック、配電盤、制御機器、の取
り合いに毎日、四苦八苦しているのが現状である。
(1) 電源ヤード：
MLF 実験ホールに 2 次ライン電磁石用の電
源を設置するが、台数が多いために、3 階建て
構造とする必要がある。1 つの電源の重量は 1
トンから 2 トンであるが、台数が 36 台にも上
るために、耐震性等の検討を含めて建築上の詳
細な設計をする必要であると判断された。電源
ヤード自身は日立電線と打ち合わせを進めてい
たので、日立電線を通じて清水建設の設計部隊
に実施設計を依頼した。また、マットに埋め込
む金具を装着する作業は、清水建設と交渉中。
(2) トンネル内埋め込み金具：
トンネル内には、1 次ライン電磁石 10 台、2
次ライン電磁石 30 台、遮蔽体ブロック 50-70
個を設置する必要がある。これらは、遠隔操作
を前提に設計が進んでいるので、高さが 3.5m
の非常に背の高い構造体となる。この背の高い
構造体が転倒しないように建家構造体に固定す

– 22 –

るための止め金具を固定用の M16 のタップ穴
（220 カ所）の埋め込み金具製作並びに埋め込
み工事を行う。清水建設と交渉中。
(3) 貫通口設置工事：
本年 11 月に重量 10.5 トンの貫通口をトンネ
ル部と実験ホールの境界に位置する壁の中に埋
め込む。重量物を建家に埋め込むので、コンク
リートを流し込む前に高さ 4m の位置で精度良
く貫通口を支える架台を製作し、且つコンクリ
ートの打設にあわせて埋め込む必要がある。こ
の為に必要な架台、補助遮蔽体の製作並びに設
置工事である。設置の為に門構え、埋め込み金
具の設計を日立電線・清水建設と行っている。
(4) ベースプレート：
本年度、10 月に 70mm 厚鉄板を FL500 に位
置に 0.5mm の精度で設置し、コンクリートの
中に埋め込む。ベースプレートの下部には、空
調用のダクトもあるので、ベースプレートに
は空調用のダクトに接続するための開口部を開
け、さらに接続する必要がある。70mm の鉄板
に関しては、日立造船に発注した。グラウト、
架台、空調ダクトとの接続を含む施工方法を清
水建設・清水建設・原研建築室と交渉中。
(5) 空冷装置用冷却配管埋め込みスリーブの
設計・設置：
1.5m の壁貫通箇所、１カ所 0.3m の貫通箇所
2 カ所に冷却配管、電源ケーブル用のスリーブ
を建設段階で設置する必要ある。マットの上の
ベースの詳細設計を含めて、工事を 16 年度に
施工する必要がある。三機株式会社に設計を依
頼している。
本年 4 月より、パトリックストラッサー氏が、
ミュオン建設グループの一員として、上記の
数々の課題において、設計作業・交渉作業など
の多岐に亘って特段の活躍をされている。

せ、フランジ面を密着させ、且つ 2 重のダイア
フラムとフランジの間を真空に差動排気するこ
とで真空を保つものである。日本で唯一、石川
島播磨での試作機が製作されたが、片面のみの
ピローシールの製作がおこなわれただけで、遠
隔操作による脱着が可能なものではなかった。
また、フランジ面等を傷つけることなく所定
の場所に設置するためには、予め設置されたガ
イドの上をスライドさせ、且つ 1mm 以内の精
度でのアラインメントがなされなければならな
い。15 年度に KEK の工作室と共同で、エッジ
面が傷つかず、且つトラブルが生じないピロー
シールのデザインをし、試作機を製作した。リ
-7
3
ークレートとして、3.5×10 Pa m /s を達成した。
16 年度になって、本試作機を用いて、実際
の遠隔操作を模擬するための架台を製作し、遠
隔操作での装着試験が完了した。平行度の許容
範囲、到達真空度、溶接歪みの効果を調べる各
種試験の準備を進めている。
[3] NM 天井シールド
3GeV333μA の陽子ビームライン上に串刺し
状に標的が設置され、完成した暁には、世界
最高強度の中性子ビーム並びにパルス状ミュ
オンビームが生み出され、まさに次世代の最先
端科学研究が飛躍的に展開される。しかしなが
ら、一方では、大強度の陽子ビームにより、中
性子やガンマ線などの大量の放射線が発生す
る。特にこれらの放射線の天井方向の遮蔽をす
るために、NM トンネル部のビームライン上部
FL5-10m に設置される総数 111 個に及ぶコンク
リートブロックを製作する。完成形態として、
1 つの重量は数トンから 62 トンの大重量のブ
ロックである。NM トンネル内の所定の場所に
設置する据付作業も含む。
中性子施設に予算の支援を要請し、J-PARC

[2] ピローシール機構の開発
物質・生命科学実験施設内の陽子ビームライン
遠隔操作によってフランジの脱着を施し、且 （NM トンネル）の上部に設置する「NM トンネ
つ真空を保つという機能を有する真空シールと ル上部構造体」の国際調達を行った。その結果、
して、PSI 研究所で開発されたピローシールが 原子力エンジニアリング株式会社が受注した。
知られている。この真空シールは、ステンレス その後、16 段のブロックを借りおきした場合の
製の 2 重のダイアフラムを圧縮空気でふくらま 耐震性の評価等の検討を打ち合わせている。
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[4] 埋め込み鉄
国際調達の結果、日本鋳造株式会社が受注し
た。本年度、10 月に建家躯体に埋め込む為の
手法、工程調整、配筋との干渉、最終形状の確
認等の作業を、清水建設とともに進めている。
[5] 標的、標的チャンバー
(1) 15 年度は、周囲のフレーム部を冷却水に
より冷却する、エッジ冷却方式でのグラファ
イト標的の検討を進めてきたが、グラファイ
トの中性子照射による収縮の効果がミュオン
標的の寿命に影響することが判明した。そこ
で、バックアップ標的として PSI でも採用さ
れているグラファイト回転標的の検討を始め
ている。グラファイト標的をセグメント化し、

収縮効果を軽減すると共に、磁気カップラー
を用いた回転機構を有する、第 1 次詳細設計
がほぼ完了した。
(2) チャンバーの仕様の決定、設計：現在、詳
細設計に向けた作業を継続中だが、本年 9 月
に実施設計を終了し、本年度末に国際公告を
行う予定である。
(3) 回転標的も格納できるようなチャンバー設
計を行いつつある。
[6] 1 次ライン電磁石
M2 トンネルの中での遠隔操作による設置の
手法等をトーキン、原研中性子グループと検討
している。この検討結果を受けて、上記のベー
スプレート、埋め込み金具の設計・設置作業が
進行している。
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5.

高エネ機構・物構研・ミュオン科学研究

J-PARC 建設

コンクリート機構特別経費による建屋内埋め
込み遮蔽鉄入札が 4 月に行われ 9 〜 10 月には
西山 樟生 建家工程に合わせて設置される予定。
（KEK 物質構造科学研究所） 共通基盤研究施設機械工作センターと共同で
R&D を行っているピローシール（圧縮ガスに
よる遠隔着脱式真空継ぎ手）の大量製作を行う。
1. 3 月 31 日に髭本亘氏が原研先端研に移られ、 J-PARC ミュオン一期予算の執行が今年度より
4 月 1 日付けで Patrick Strasser 氏が助手に着任した。 はじまる。電磁石用 MIC ケーブルの調達を始
める。
2. 共同利用実験の現状
平成 16 年度前期の共同利用実験は、7 月 12 6. 17 年度、現ミュオン施設（ブースター）
日まで 8 機関 12 課題の実験が行われた。
を運転する予定とし、「J-PARC 実験の円滑な実
平成 16 年度後期のミュオン PAC が 9 月 17 日 施のための準備」として 4 年次にわたる設備の

施設の現状（平成 16 年 8 月）

（金）に開催される．プロポーザルの提出締め
切りは 8 月 25 日（水）。

改造移転設置を内容とする予算要求を開始する
予定。

KEK,IMSS での重要事項
平成 16 年 4 月 1 日より KEK が大学共同利
用機関法人（組織図 1）となり、IMSS の中間子
3.

科学研究施設はミュオン科学研究施設に、中性
子線源系はミュオン科学研究系に改称された。
放射光第 1 研究系、放射光第 2 研究系、放射光
源研究系、中性子研究系とで 5 系となる。物構
研に係る重要事項を審議する物構研運営委員会
が設置された。
ミュオン関連の委員は「秋光純、西田信彦、
門野良典、西山樟生」である。また「秋光純、
西田信彦」両氏は機構の研究教育評議会委員
も務められている。
4.

外部評価
6 月 7 日 〜 8 日 に J.M.Poutissou（ 委 員 長 ）
、
D.G.Fleming、A.Amato、上田和夫、安岡弘志、
山崎泰規（敬称略）の 6 名の国際評価委員会
による KEK-MSL の 7 年間に亘る研究成果と

J-PARC のミュオン建設に関して外部評価がな
された。2008 年にミュオンビームが出て実験
が開始できることの重要性、現 PS やブースタ
ー停止後 J-PARC 共用開始するまでの間の海外
施設の利用が重要であることが指摘された。
( 添付：重点事項の要約 )
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もまた世界的なレベルにあると言える。
高エネ機構物質構造科学研究所
ミュオン科学研究施設外部評価報告書より（抜粋）
ミュオングループは高い生産性を持ち、多くの
大学院生の教育訓練を行った（過去 7 年間に、7
重点事項の要約：
ミュオン科学研究施設の活動を評価するた
めの委員会が高エネルギー加速器研究機構（以
下高エ機構）執行部により設置され、2004 年 6
8 日（火）両日にわたり開催された。
月 7 日（月）、
当委員会は、ミュオン科学研究施設関係者（以下
ミュオングループ）による学術的成果の証拠とし
て提出された報告書の質の高さ、および公開の
席上における成果発表に大いに印象づけられた。
ミュオングループは、高エ機構ブースターシ
ンクロトロンの陽子ビームから生成される表面
ミュオンビームおよび後方崩壊低エネルギーミ
ュオンビームの開発・利用を行うとともに、ト
ライアムフ研究所（TRIUMF）およびラザフォー
ド・ ア ッ プ ル ト ン 研 究 所 (Rutherford Appleton
laboratory, RAL) においても確固とした活動基
盤を持ち、特に後者は理化学研究所により理研
RAL 施設として運用されている。ミュオング
ループは、日本の大学研究者がこれらのミュオ
ン施設で実験を行おうとする場合の支援グルー
プとしても機能している。また、同グループは、
日本で開発される物質材料の最も重要な部分に
ついて、その試料を容易に手にすることが出来
る立場にあるが、これは物質材料研究を推進す
る上で鍵となるような要件である。
当委員会では、強相関電子系、磁性、超伝導、
半導体、少数多体物理（ミュオン触媒核融合）
の研究および技術開発の各分野に於いて、ミュ
オングループによると認められる重要な研究結
果があったと判断した。具体的には重い電子系
金属に於ける磁気秩序状態の発見、時間反転対
称性を破る超伝導状態の発見、二ホウ化マグネ
シウム (MgB2) のような新しい超伝導体、有機伝
導体、半導体の浅いドナー状態の研究などである。
ミュオングループはまた、革新的なビームラ
インの概念に基づいた技術開発、新しい検出器、
超低速ビームを取り出すための新しい手法にお
いても大きな進展をもたらした。これらの成果

名の大学院生がミュオン施設の共同利用・ミュ
オングループとの共同研究を主たる成果とする
業績で博士号を取得し、15 名の大学院生がその
学位論文研究の一部分としてミュオン施設での
共同利用実験を行った）
。ミュオングループによ
り生み出された諸論文の質と量については、当委
員会はこれらを極めて高く評価するものである。
ミ ュ オ ン グ ル ー プ は、 現 在 東 海 地 区 で の
J-PARC 建設プロジェクトにおいてミュオン施
設を実現するために努力している。世界的に最
先端にあるパルス状ミュオンビーム施設の開発
が持つ将来性は極めて魅力的なものであり、そ
の強度において比類のないビームを手にするこ
とにより、日本は物質科学の最前線に立つこと
になろう。同じ施設内にある世界最高強度の中
性子源にもアクセスできる状況は、日本に比類
無い環境を提供する。これはまた日本における
他の学術分野をミュオン科学の領域に導く良い
機会であり、この点に関して当委員会は、化学
反応ダイナミクスの研究コミュニティの参入を
促すようミュオングループが働きかけることを
提案する。なぜならパルスレーザーと組み合わ
せたミュオニウムの反応性の研究は、既存の諸
分野の間隙を埋める独自の地位を占める可能性
があるからである。
新しいミュオン施設の計画は現実的なものと
は言え、高い水準が要求されるものであり、ミ
ュオングループの計画は予算・人的資源の面か
ら制約を受けている。この制約の下、ミュオン
グループは段階的な手法をとり、まず 2 つのミ
ュオンラインを J-PARC 3GeV 陽子加速器の完
成直後に実現し、後でこれらと共通のビーム生
成標的から最終的に４つのビームラインを敷設
することとしている。しかしながら、具体化さ
れている予算の現状は非常に限られたものであ
り、長期の全体計画の実現に影響を与える恐れ
がある。さらに、同計画ではコストを削減する
ために現在のミュオン施設の一部分を再利用す
ることも組み込まれている。高い耐放射線性能
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／遠隔操作性を持つ必要があり、節約がむしろ 理研 RAL 支所
長期的には高額につくビームライン先頭部分を および理研岩崎先端中間子研究室 報告
除き、このような再利用は実現可能なものであ
る。当委員会は一つの現実的な計画が進められ
松崎 禎市郎、岩崎 雅彦
ていることに満足するとともに、高エ機構が予
（理化学研究所）
算の不足を緩和する措置を取ることを勧告する。
しかしながら、高エ機構の加速器が停止され
た後 J-PARC が運転を始めるまでの期間、日本
の研究者集団は研究プログラムを続ける上で国 １．平成 16 年 5 月 27 日と 28 日に開催いたし
外のミュオン源に頼らざるを得ないだろう。こ ました理研シンポジウム「理研 -RAL における
れは、特に大学研究者によって行われる大学 ミュオン科学の現状･将来展開」には、総数 123
院生の教育研究を維持する上で大きな脅威であ 名の出席者があり、過去 2 年間に理研 -RAL 支
る。これに対処するため、当委員会としては日 所ミュオン施設で実施された 37 課題の実験成
本国内からの利用者が他の国外機関を優先的に 果報告と 3 つの招待講演（理論 1、実験 2）が行
利用できるよう、高エ機構執行部が主体的にこ われた。また、パネル討論会では、ミュオン科
れらの機関と交渉すべきであると考える。同時 学研究の将来像や J-PARC 計画についての活発
にまたミュオングループは、この間大学研究者 な意見交換がなされた。ここでの成果をより一
の国外における研究を支援・指導するために、 層将来の研究発展に資する為に、講演していた
これら国外機関での実験研究全般を熟知した研 だいた方々のご好意を受け、OHP を以下にアッ
究者を配置するべきである。高エ機構ミュオン プロードしてあるので、是非ご覧いただきたい。
http://riken.nd.rl.ac.uk/ral
グループはこのような国外での実験研究全般を
/symposium2004/program.htm
熟知しており、国内研究者集団に対して有用な
支援を提供できる。
全体として当委員会はミュオングループの高 ２．Rutherford Appleton Laboratory の ISIS 陽子
い研究成果、J-PARC における世界最高のミュオ 加速器施設では第 2 中性子ターゲットステーシ
ン施設を実現しようという強い熱意に大いに印 ョン計画（総予算：約 200 億円）が認められ、
象づけられ、J-PARC が立ち上がった後はもちろ その建設が開始されている。第 2 中性子ター
んそれ以前も、同グループが高エ機構および日 ゲットステーションは、2007 年度のファ−ス
本の諸大学における研究プログラムを維持する トビ−ムを目指していて、60μA の陽子ビ−ム
上で決定的な役割を演じると信じるものである。 （10Hz）で運転される予定である。
当委員会は、高エ機構物質構造科学研究所の
ミュオン部門が日本における物質科学の分野で ３．第 2 中性子ターゲットステーション計画
比類ない役割を演じてきており、その物構研に に向け、ISIS 陽子加速器（800MeV、200μA）の
おける組織として正しく位置付けられることは 出力電流を 300μA へと増強する。そのために
高エ機構の設置目的の一つとして強力に維持さ ISIS 施設は、本年 4 月から 10 月にかけてシャ
—
れるべきであると考えるものである。
ットダウンしている。この期間に、H イオン
入射用 RFQ 加速器や陽子ビ−ム強度増強用の
RF 加速空洞の設置が進められている。更に、
中性子発生標的の reflector（反射体）の新規設
置も行われている。また、冷却効率が改良され
たミュオン（パイオン）生成標的（10mm 厚さ）
が新規設計製作され、この期間に設置される。
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本年 10 月以降、加速器からの出力陽子ビーム
強度を徐々に 300μA に向けて上昇させて、生
成標的性能を確認する予定である。
2007 年度からは、理研 -RAL ミュオン施設に
は 240μA（40Hz）の陽子ビ−ムが供給される。
４．理研 -RAL ミュオン実験施設では当施設を
使った実験プロポーザルの募集を行っている。
実験プロポ−ザル締め切り、理研 -RAL 実験課
題審査会 (PAC)、実験プロポーザル様式 は、以
下の通りです。
より多くの皆様からのプロポ−ザルの応募をお
待ちいたします。
(1) 実験プロポーザル提出：
締め切り 2004 年 9 月 15 日 ( 水 ) ( 必着 )
宛先
〒 351-0198 埼玉県和光市広沢 2-1
理化学研究所 先端中間子研究室
岩崎 雅彦
(2) 理研 -RAL 実験課題審査会 (PAC)：
日時 : 2004 年 10 月 1 日 ( 金 )
場所 : 理化学研究所和光本所
(3) 実験プロポーザル様式：
実験プロポーザル様式は以下のホームページ
からダウンロードできます。
http://riken.nd.rl.ac.uk/ral/ral_form.html

６．10 月以降のビ−ムタイム予定は以下の通り
です。
サイクル− 1：10/13 〜 11/4 (22.6 日 )
サイクル− 2：11/17 〜 12/17 (30.6 日 )
サイクル− 3：2005 年 1/12 〜 2/17 (36.6 日 )
サイクル− 4：2005 年 3/23 〜 5/5 (43.6 日 )
サイクル− 5：2005 年 5/18 〜 6/30 (43.6 日 )
シャットダウン：2005 年 7/1 〜 8/14

プロポーザルは英語でお書き下さい。
５． 理研 -RAL 支所ミュオン施設で実験を行っ
た方々へ、以下のことをお願いいたします。
(1) 年報原稿の提出：
理研 -RAL 支 所ミュオン施設では、1 年に 1 回、
年報を発行しています。
実験課題ごとに A4 サイズ 1 枚程度（英文）のレ
ポートを提出して下さい。
(2) 論文発表や口頭発表に際して：
必ず、理研 -RAL ミュオン施設 ( “The RIKEN-RAL

Muon Facility” ) で実験を行って研究成果が得られ
たことを明記（明言）して下さい。
(3) 論文別刷り提出：
論文発表した場合は、論文別刷り 2 部（そのコピ
ーや pdf ファイルも可）を理研共同研究者に提出
して下さい。
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以上

採択実験課題一覧
ミュオン共同利用実験申請課題
（平成 16 年度前期）

A04-01
：

永嶺

I04-11

謙忠（物構研）

マントル物質中のMuonium拡散を用いた

：

exciton 拡散のシミュレーション
I04-01

幸田

I04-12

章宏（物構研）

：

下村

：

浩一郎（物構研）

半導体中の水素準位、
電子構造の研究

I04-03
：
I04-04
：
I04-05

西山

S04-02
：

樟生（物構研）

S04-03

水素結合系の μSR
髭本

：
S04-01

の μSR による研究
I04-02

：

亘（物構研）

重い電子系超伝導体CePt3Siの磁性と超伝導

S04-04

phenomena in filled skutterudite PrRu4P12 and

：

永嶺

S04-05
：

ミュオニウムの電子衝撃イオン化の崩壊

：

池戸

S04-06
：

：

一城（物構研）

：
S04-08

Ca2-xNaxCuO2Cl2 の研究
髭本

：

：

髭本

鄭

旭光（佐賀大）

CuO, NiO 等の反強磁性体のナノ磁性
青木

勇二（東京都立大）

スクッテルダイト(PrxLa1-x)Os4Sb12 系の超伝導
鳥養

映子（山梨大）

秋光

純（青山学院大））

頂点サイトを制御したCa2-xNaxCuO2Cl2-yBry
佐藤

一彦（埼玉大）

鳥居

建男（核燃料サイクル開発機構）

ミュオン照射時の放電特性に関する研究(II)
新井

重一郎（東京理科大）

Ca3Co2O6 の c 軸配向試料における縦磁場、

亘（物構研）

横磁場 μSR
S04-09

効果の研究
I04-10

S=1 結合交替反強磁性鎖の μSR

フラストレートした三角格子反強磁性

NaxCoOyH2O の磁性と超伝導への不純物

：

彦光（福井大）

研究
S04-07

頂点塩素を有する銅酸化物磁性体

I04-09

菊池

BEDT-TTF 系層状有機物質の磁気的性質の

ミュオン電子ラベリング法によるバッファ
大石

プロトン伝導膜中のミュオン拡散

ミュオンスピン回転緩和法による

豊（物構研）

溶液中の低濃度タンパク質の電子伝達の研究
I04-08

謙忠（物構研）

の磁気的性質の研究

謙忠（物構研）

陽電子検出
I04-07

永嶺

共鳴、及び LCR

CeOs4Sb12
I04-06

パイロクロア超伝導体における対相関の

DNA の電子伝達：高磁場依存性、
500MHz

：

Shanta Ranjan Saha（物構研）
μSR study of anomalous correlated electron

：

良典（物構研）

時間反転対称性

βパイロクロア酸化物超伝導体AOs2O6(A=K,Rb)

：

門野

：

亘（物構研）

重い電子系超伝導体 UPt3 の超低温域に
おける異常な磁性
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後神

達郎（東京都立大）

La1.875Ba0.125-ySryCuO4 における磁気相図

関連する研究の学会発表
12aWG-9

イジングスピン三角格子反強磁性体
Ca3Co2O6 の配向試料を用いた μSR
東理大理工，高エ機構物構研 A
竹下聡史，野村直樹，佐藤宏樹，川洲雅也，金子真也
後神達郎，新井重一郎，西山樟生 A ，永嶺謙忠 A

Muon spin relaxation study on Ising triangular antiferromagnet Ca3 Co2 O6 oriented samples.
Faculty of Science and Technology, Tokyo University of Science, KEK-IMSSA
S. Takeshita, N. Nomura, K. Sato, S. Kaneko, M. Kawazu, T. Goko, J. Arai,
K. NishiyamaA , and K. NagamineA

コバルト酸化物 Ca3 Co2 O6 は，c 軸に平行な一次元強磁性 CoO 鎖が六角柱を構成する他の
6 本の CoO 鎖に囲まれており，c 軸に垂直な ab 面内において鎖が 2 次元三角格子を形成する．
また，鎖間には反強磁性的相互作用が働くと考えられており，イジングスピン系の三角格子反
強磁性体として非常に興味深い物質である．磁化測定では，Tc1 〜25 K において常磁性から
磁気秩序状態への転移が，Tc2 〜11 K 以下の温度領域で温度履歴が観測される．Tc1 と Tc2 の
間の領域では，フラストレーションを伴なった部分無秩序相の有無が議論されている．我々は
この温度領域の磁気的性質を調べるために，c 軸配向試料によるミュオンスピン緩和 (μSR)
実験を行った．
20 K，及び 2 K における μSR タイムスペクトルをそれぞれ図 1，図 2 に示す．c 軸を初
期ミュオンスピンの方向と平行に配置した場合 (c//I0 )，20 K における Asymmetry はほぼ
100 % となり零磁場 μSR と縦磁場 (3500 Oe)μSR スペクトルに大きな違いは見られない．
Co スピンは c 軸成分のみしかもたず，極めてイジング性が強いと考えられる．c 軸を I0 に対
して垂直 (c⊥I0 ) に配置した場合，2 K においては，零磁場で緩和していた Asymmetry が縦
磁場により 7 割程度まで回復しており，静的な内部磁場の存在を示唆している．一方，20 K
では縦磁場による Asymmetry の回復は見られるが，2 K の縦磁場スペクトル (図 2) と比較
すると 2 割程度の Asymmetry が失われていることがわかる．この Asymmetry の消失は，
Co スピンのゆらぎによる動的な内部磁場成分の存在，つまり，部分無秩序相の存在に関係し
ているものと考えられる．
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13aPS-117

μSR 法を用いた六方晶二硼化物超伝導体 NbB2+x の研究

東理大理工，高エ機構物構研 A

青学大理工、高エ機構物構研 A 、総研大 B
高際寛之、黒岩壮吾、山澤眞紀、秋光純、大石一城 A 、
幸田章宏 A 、髭本亘 A 、門野良典 A,B
μSR study of diboride superconductor NbB2+x
Aoyama-Gakuin Univ., KEK-IMMSA , SOKENDAIB
H. Takagiwa, S. Kuroiwa, M. Yamazawa, J. Akimitsu, K. OhishiA ,
A. KodaA , W. HigemotoA , R. KadonoA,B

川洲雅也, 後神達郎，佐藤宏樹，竹下聡史，野村直樹，新井重一郎,
西山樟生 A ，永嶺謙忠 A
μSR Study of Magnetic Order in La1.875 Ba0.125−y Sry CuO4
Faculty of Science and Technology, Tokyo University of Science, A KEK-IMSS
M. Kawazu, T. Goko, K. Satoh, T. Takeshita, N. Nomura, J. Arai,
K. NishiyamaA , K. NagamineA

六方晶二硼化物超伝導体の一つである NbB2+x は組成比のずれにより Tc

La2−x Bax CuO4 (LBCO) のホール濃度 1/8 付近において超伝導抑制と静的磁
気秩序，低温正方晶 (LTT) 構造の発達が見られ，互いに深く関係していると考え
られている．これらの関係を調べることは大変興味深い．La1.875 Ba0.125−y Sry CuO4 (LBSCO) は Sr 濃度を変化させることによりホール濃度を 1/8 に固定しなが
ら，LTT/LTO2 から低温斜方晶 (LTO) へと変化させることができる [1]．そこ
で，結晶構造と磁気転移温度 Tm ，超伝導転移温度 Tc の関係を明らかにするた
めに，LBSCO において，零磁場 μSR 測定と磁化率・電気抵抗率測定を行った．
図 1 に Sr 濃度 y = 0.100 の零磁場 μSR 測定の結果を示す．スペクトルに現れ
る振動成分は磁気秩序の存在を示している．振動成分が見え始める温度を Tm
と定義すると，y = 0.100 の試料では Tm = 5 ± 1 K である．図 2 に Tc と Tm の
Sr 濃度依存性を示す (2 :A. Lappas et al.[2])．ここでの Tc は磁化率測定から決
定したものである．Sr 濃度を増加していくと，Tc は結晶構造の変化する y =
0.085 近傍で急激に増加するのに対し，Tm は結晶構造によらずほぼ直線的に減
少する．この結果は，超伝導は結晶構造と密接な関係があるのに対して，磁気
秩序は結晶構造と無関係であるということを示唆している．

が変化することが知られている。この物質は MgB2 と同様の結晶構造を有
することから、比較対象物質として理論、実験共に盛んに研究が行われて
いる。今回、我々は μSR 測定において準粒子励起を反映する物理量であ
る磁場侵入長 を測定した。図 1 に の磁場依存性を示す。 は磁場に依
存せず、一定の値を取っている。これは、印加磁場によって誘起されるよ
うな準粒子励起が起こっていないことを表しており、等方的なギャップと
矛盾しない結果である。また、様々な Tc を有するものについてそれぞれ
横磁場測定におけるミュオンスピン緩和率 の測定を行った。ここで、

 2  ns /m （キャリア濃度/有効質量）の関係にある。図 2 にこれら
の測定から得られた (T ) の外挿値 (0) と Tc の関係を示す。Tc はキャリア
濃度の増加と共に上昇し、線形関係 Tc  ns /m にあることが分かる。こ
の振る舞いは銅酸化物高温超伝導体において観測されたもの [1] と類似し
ており、この系における Tc の変化がキャリア濃度に依存していることを
示唆している。

[1]M. Fujita et al., Phys. Rev. Lett. 22,(2002).
[2]A. Lappas et al., J. Phys.: Condens. Matter 12 (2000).
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の温度依存性。

[1] Y. J. Uemura et al., Phys. Rev. Lett. 62 (1989) 2317.

図 2:

(0) と Tc の関係。
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Site-Dilution in quasi one-dimensional antiferromagnet Sr2(Cu1-xPdx)O3: reduction of
N´eel Temperature and spatial distribution of ordered moment sizes
K.M. Kojima, J. Yamanobe, H. Eisaki, S. Uchida, Y. Fudamoto, G.M. Luke, Y.J. Uemura
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Finite size effect in CuO
Saga Univ. X.G. Zheng, T. Mori, H. Kubozono
KEK-MSLA JAERIB K. Nishiyama A, W. Higemoto B
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μSR study on polymorphs of natural cuprates Cu2Cl(OH)3
Saga Univ. X.G. Zheng, T. Mori, H. Kubozono
KEK-MSLA JAERIB K. Nishiyama A, W. Higemoto B

μSR study of K clusters in zeolite FAU (Low Silica X)
Osaka Univ., RIKENA , RALB , K. Goto, T. Nakano, I. Watanabe A ,F.L. PrattB and Y. Nozue
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ミュオン触媒 t−t 核融合率と３Ｈｅへのミュオン移行率の温度依存性
理研,高エ研Ａ,東大理Ｂ,原研Ｃ,東北大理Ｄ,産総研Ｅ,RALＦ
松崎禎市郎,永嶺謙忠Ａ,石田勝彦,河村成肇Ａ,松田恭幸,今尾浩士ＡＢ,岩崎雅彦,
加藤岑生Ｃ,須貝宏行Ｃ,棚瀬正和Ｃ,中村哲Ｄ,瓜谷章Ｅ,原野英樹Ｅ，
工藤勝久Ｅ,G.H.EatonＦ

Temperature dependence
of muon catalyzed t-t fusion rate and
muon transfer rate to 3He in solid T2.
RIKEN, KEKＡ, U. TokyoＢ, JAERIＣ, Tohoku U.Ｄ, AISTＥ,RALＦ
T. Matsuzaki, K. NagamineＡ, K. Ishida, N. KawamuraＡ, Y. Matsuda, H. ImaoB,
M. Iwasaki, M. KatoC, H. SugaiC, M. TanaseC, S.N. NakamuraD, A. UritaniE,
H. HaranoE, K. KudoE, G.H. EatonF
理研グループは、英国 Rutherford Appleton 研究所 ISIS 施設の理研−
RAL 支所ミュオン施設で得られる大強度パルス状負ミュオンビ−ムを用い
てｄ−ｔ系及び t−t 系のミュオン触媒核融合実験を行っている。この度、
固体トリチウム標的を用いてミュオン触媒 t—t 核融合実験を行った。負ミ
ュオンがトリチウム標的中に止まると（tμ）原子ができ、さらに（tμ）原
子は T２分子と衝突し（ttμ）分子を形成する。t−t 核融合がその分子内で
起こった後、負ミュオンは再び自由になってミュオン触媒核融合過程を繰り
返す。一方、トリチウム崩壊生成物の３Ｈｅは固体 T２中で蓄積されるので、
（t３Ｈｅμ）分子を経由して（tμ）原子から３Ｈｅへのミュオン移行過程が
同時に進行する。
実験では５K−２０K の範囲で固体 T２温度を変化させ、t—t 核融合率と
ミュオン移行率の温度依存性を調べた。その結果、t—t 核融合率には顕著な
温度依存性は見られなかった。ミュオン移行率は、低・高温域でほぼ一定な
値を示しているが、１０K−１５K の範囲で興味ある温度依存性が観測され
た。この原因はまだ不明であり、現在検討中である。これらの結果から、固
体 T ２中での（tμ）原子の熱化過程、（ttμ）分子形成機構、ミュオン移行
過程、等に関する知見が得られる。
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理研-RAL ミュオン施設における DT 系
ミュオン触媒核融合実験：磁場依存性測定 II

理研, 高エ研 A , 東大理 B , 原研 C , RAL D
石田勝彦, 永嶺謙忠 A , 松崎禎市郎, 河村成肇 A , 松田恭幸, 岩崎雅彦,
今尾浩士 B , 加藤岑生 C , 須貝宏行 C , G. H. Eaton D
Muon catalyzed fusion experiment in D-T system
at RIKEN-RAL Muon Facility : Magnetic field effect II
RIKEN, KEK A , Univ. Tokyo B , JAERI C , RAL D
K. Ishida, K. Nagamine A , T. Matsuzaki, N. Kawamura A , Y. Matsuda,
M. Iwasaki, H. Imao B , M. Kato C , H. Sugai C , G. H. Eaton D
直前の講演に引き続いて、理研-RAL ミュオン施設でのミュオン触媒
核融合実験について発表する。負ミュオンを D/T 混合系に打ち込むと、
(dtμ)分子生成と分子内核融合が次々と起こることにより、ミュオン１
個当たり 100 回以上の dt 核融合を起こすことができる。特に（dtμ）
分子生成が共鳴的に起こることから、核融合生成数が標的の温度・密
度・分子組成などに大きく依存することがわかっている。しかし、これ
まで磁場の効果についてはほとんど調べられていなかった。
2003 年秋の学会では、D/T 混合比 0.7:0.3 の液体標的を用いて、磁場
0T, 1.2T, 2.4T および 3.3T において核融合中性子、ミュオン原子Ｘ線お
よびミュオン崩壊電子を観測したことを報告したが、今回はさらに固体
標的での実験を行うことにより、より広い標的条件において磁場効果を
系統的に測定できた。解析の結果、ミュオン触媒核融合巡回速度および
ミュオン損失率については、どの標的条件でも 10%程度の誤差以上の磁
場依存性は見られなかった。一方、ミュオンのα粒子付着に伴うＫαＸ
線発生率については、磁場と共に増加する傾向が見られた。もし強い磁
場によって 2S-2p 状態間の遷移が誘起されればＫαＸ線が増加すること
が期待できる。詳しい解析を行い、理論との比較を行う予定である。
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理研 RAL ミュオン施設における
低速ミュオンビーム生成(III)

理化学研究所、高エネルギー加速器研究機構 Ａ
松田恭幸、Pavel Bakule、三宅康博 Ａ 、永嶺謙忠 Ａ 、Patrick Strasser Ａ 、
下村浩一郎 Ａ 、牧村俊助 Ａ 、岩崎雅彦、松崎禎市郎、石田勝彦

Generation of slow muon beam at RIKEN-RAL muon facility
RIKEN, KEK A
Y. Matsuda, P. Bakule, Y. Miyake, K. Nagamine, P. Strasser,
K. Shimomura, S. Makimura, M. Iwasaki, T. Matsuzaki, K. Ishida

静止したパイオンの２体崩壊で生じる 4.1MeV の運動エネルギーを持
った表面ミュオンビームは、その高い偏極度を生かしてさまざまな学際
的な研究に用いられてきた。なかでも物性研究においては、内部磁場秩
序やそのゆらぎに対するユニークなプローブとして広く使われている
（PSR 法）。この手法をバルク体だけではなく、人工格子や多層膜など
の界面や表面、あるいはその中間層の研究へと用いるには、これまでの
表面ミュオンビームとは異なり、低エネルギーで単色性がよいミュオン
ビームが必要となる。我々は、加熱された金属表面から放出されるミュ
オニウム原子をレーザー解離すること（レーザー共鳴イオン化法）によ
って、低速ミュオンビームを得ることを提案し、理研 RAL ミュオン施
設に低速ミュオンビームラインを建設した。
２００３年冬から２００４年春にかけてのビームタイムにおいて、２次
元 位 置 検 出 可 能な MCP を 用い て資 料位置 でのビ ームの サ イズ と 時 間
幅の測定を行った。ビームサイズは数ミリ程度、時間幅は数ナノ秒程度
と、どちらも元の表面ミュオンビームと比較して非常に小さく、レーザ
ー共鳴イオン化法によって高品質の低速ミュオンビームが得られてい
ることを確認した。特に、パルス状の陽子ビームから得られる数百ナノ
秒の幅をもったミュオンビームを数ナノ秒に圧縮できることはレーザ
ー共鳴イオン化法の大きな利点であり、J-PARC のミュオンビームライ
ンにおいてもその利点をフルに生かすことができると考えられる。
現在、このビームを用いて PSR 法を行うためのセットアップを建設す
るとともに、ビームのエミッタンスを測定する準備をすすめている。
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編集部からのお知らせ
「めそん」への投稿
「めそん」は中間子連絡会の機関誌で、連絡会、 「めそん」の原稿
各施設からのお知らせ、特集記事など会員に有
「 め そ ん 」 は DTP ソ フ ト の 一 つ で あ る
用な情報の提供を目指すとともに、会員相互の InDesign 2.0 (Adobe Systems Inc.) を用いて版下
情報交換の場としても積極的に活用していただ
くことを目標にしております。
さて、「めそん」では従来より会員諸氏から
の投稿を歓迎しておりますが、投稿をより容易
にするために、以下のような欄を設けておりま
す。
1) 研究会・ワークショップ報告（会員が参加し、
有意義と思われた会合について）
2) 読者便り（内容に特に制限なし、但し会員
の多くが関心を持つと思われるもの）
3) トピックス（最近の研究で大きな進展のあっ
た話題、できればミュオン利用に関連した
もの）
4) 会員からのお知らせ ( 学術的会合その他行事
予定）
これらの各欄に対応する話題をお持ちの方
（自薦、他薦を問わず）はぜひ編集委員へご連
絡ください。また、特集記事に関しても要望等
をお寄せ戴ければ積極的に対応していきたいと
考えております。
また、
「めそん」編集部では、ミュオンを用
いた研究に関する皆様の学会発表等の内容を
「めそん」
誌上にあらかじめ掲載させて頂き、
もっ
て会員相互の情報交換の一助としたいと考えて
おります。そこで国際会議、物理学会、化学会
その他学術的会合にてミュオンを用いた実験研
究の成果、またはそれに関連する仕事（理論研
究等を含む）の発表を予定されておられる方は、
その発表内容に関する学会予稿（あるいは同程
度に纏まった abstract 等）で camera-ready のも
のに、発表を予定しておられる会合名等の情報
（発表日時、場所）を左上隅に明記の「めそん」
編集部までお送りください。編集部で検討の上
「めそん」誌上に掲載させて頂きます。

を製作し、その出力をそのままオフセット印刷
で発行しております。そこで原稿作成に際して
は次の諸点に御留意ください。
1）一般のワープロ等を使用する場合：
テキスト原稿はワープロを用い、見出し等のレ
イアウトは最小限に留めてください。英数字（ギ
リシア文字等も含む）は、出来るだけ半角文
字をお使い下さい。本文の図についてはすべて
テキストとは別に EPSF か TIFF 形式で用意し、
テキスト原稿とともに電子情報として（フロッ
ピーディスク又は電子メールで）編集委員まで
提出してください。レイアウトは編集部の方で
行います。（編集部ではこちらを推奨します。）
2）LaTeX を使用する場合：
DTP ソフトでは対応出来ませんので図も含め
たレイアウトはすべて著者の方で行って頂きま
す。レイアウトについては今号を参照して下さ
い。また、投稿に際しては LaTeX のソースも
含めてすべてのファイルを電子情報として提出
してください。
何れの場合にも、内容確認のため A4 版に印
刷した原稿を添付して下さい。また、印刷は
B5 版に縮小されますので図の大きさ等御配慮
願います。なお、原稿・ディスク等提出頂いた
ものは原則としてお返し出来ませんのであらか
じめ御了承ください。
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[ 編集後記 ]
この編集後記を書いているのはアテネオリンピックの最中です。日本は個人戦の予想外の勝負
強さが目立ちますが、いったいどうしたことでしょう。
中間子ミュオンでも科学の金メダル量産はいかがでしょうか。
今回も KEK の市村氏にめそんのレイアウトを全部お願いいたしました。ありがとうございました。
(KI)

去る 6 月 7 〜 8 日に行われた KEK-MSL 外部評価委員会からのスナップ。
D.G. Fleming 氏
A. Amato 氏
上段左から J.-M. Poutissou 氏
（TRIUMF、
議長）
、
（UBC）
、
（PSI）
、

表紙写真：

山崎泰規氏（東大）、安岡弘志氏（原研）、上田和夫氏（東大）。
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