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中間子科学連絡会

プロポーザルの締め切りは 5 月 19 日である。
ふるって応募していただきたい。
・ 実験実施者には、英文での実験成果の発表
A4、1 ページのリポートで提出していただく
ことをお願いする。
・ 4 月より鈴木、友野両氏が協力研究員となる。

第 15 回中間子科学連絡会総会議事録

時：平成 17 年 3 月 25 日（金）18:00 〜 20:00
所：東京理科大学野田キャンパス
日本物理学会 WF 会場
出席者：秋光、新井、池戸、石田、岩崎、大石、
大平、門野、河村、小池、幸田、後神、
下村、須貝、杉山、竹下、永嶺、西田、 (3) J-PARC の現状（三宅）
西山（樟）
、西山（純）
、髭本、松崎、 ・ 物質生命建屋建設は順調に推移している。
ミュオン関係としては 1000 トンの放射線遮
三宅、渡邊
蔽用埋め込み鉄、ケーブル貫通口、ベースプ
（あいうえお順、敬称略）
レート等の設置が完了した。
・ 今年度末までにはピローシール、プロファイ
ルモニタチャンバーの製作が終了する。
日
場

はじめに議長に西田、書記に下村を選出した。
(1) 連絡会報告（西田）
・ 運営委員会の選挙結果を受け、委員が確定し
た。なお、永嶺氏は今年定年退職で機構を離
れるため、今期は機構内 3 名、機構外 11 名
の委員構成となる。
・ 運営委員会委員の互選により、会長は西田氏、
副会長は小池、岩崎両氏が選出された。
庶務には門野氏、会計には三宅氏、会誌編集
委員長には渡邊氏、副編集委員長には髭本氏
があたることとなる。

(2) 理研 RAL 施設報告（岩崎、松崎）
・ ISIS 更新のため 4 月より 10 月まで長期シャッ
トダウンとなり、ビーム強度を 300 mA まで
増強させるために新たな RFQ の設置が行わ

永嶺）ピローシールのリークレートはどの程度
か？
-9
3
三宅）テストベンチによる試験結果は 10 Pa • m /s
と非常によい結果を得ている。
永嶺）全部で何個使用するのか？
三宅）30 〜 40 個程度である。
岩崎）どのようにして個々のリークを検出する
のか？
三宅）1 つ 1 つのピローシールに He 配管を取
り付け、リークディテクタで検出する。

(4) J-PARC 運営体制について（西山）
・ 物質生命実験施設においてミュオン実験支援
部門を立てるよう議論を進める。ミュオン標
的系の維持については中性子源 G と一体化
した部門で行いたい。

れた。またミュオン標的も改良型が設置され
西田）人員増は見込めるのか？
た。
・ ソレノイドの故障でビームタイムの変更を余 西山）今後の議論によるが現状は厳しい。
松崎、三宅）利用者協議会等に出てくる資料で
儀なくされたことをおわびする。
は物質生命実験施設にミュオン G は明
・ 次回の PAC は 6 月 2 〜 3 日を予定している。
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記されていないが、どのような議論に
なっているのか？
西山）現在、物質生命実験施設の組織構成につ
いての議論はストップしている。いま進
行しているのは小間、田中両共同議長
のもとで、いわゆる α-β 方式とよばれる
ビームの分配に関する原則について、お
よび運転経費をいかに獲得するかといっ
た議論である。
門野）体制について議論を促すために中間子
連絡会からの要望をあげる場所はどこ
か？ハドロン推進委員会かあるいは物
質構造科学研究所の運営委員会か？
西田）要望の内容と場所を明確にしておく必要
がある。

り、客員研究員については現在募集中である。

(8) ISMS（永嶺）
・ 現執行部は 3 年の任期を終了した。これまで
に ISMS ニュースの発行、山崎賞の設立など
をおこない、山崎賞については現在選考過程
に入っている。次期執行部については現在選
考委員会を構成して検討中である。

(5) KEK ミュオン施設の現状（西山）
・ 幸田氏が 4 月 1 日付けで助手に着任。
・ 研究機関研究員の公募をおこなっている。9
月にも再度公募する可能性がある。
・ 2 月に PAC をおこなった。8 〜 9 月に次回の
PAC をおこなう予定。
・ KEK シャットダウン後に備えて PSI との覚書
の締結を進めている。PSI では年 1 回の PAC
であり、旅費も各自が用意するなどの制限も
あるが、科研費などへの出願にさいして覚書
がよい効果を発揮することを望みたい。

(6) 原研先端研の現状（髭本）
・ 4 月よりヘフナー氏をグループリーダーに迎
え、アクチノイド μSR グループが発足する。
・ ビームチャネル、スペクトロメータについて
は予算獲得、建設を着々と進めていく予定で
ある。

(7) トヨタ中研（杉山）
・ フロンティアプロジェクトとして 3 年間の期
限でミュエスアール G が立ち上がる。
構成員は杉山、野崎、客員研究員の 3 名であ
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以上

[ 文責：下村 ]

特集「μSR2005」

10th International Conference on Muon Spin Rotation/Relaxation/Resonance
(μSR2005)
2005 年 8 月 7 日から 13 日にかけて 10 回目を数える μSR の最大かつ唯一の国際会議である
表記の会議が英国の Oxford において開かれた。会場は Oxford の中心部から徒歩で 15 分程度
の場所にある Oxford 大学物理学科 Clarendon Laboratory の Martin Wood Lecture Theater に設置
された。開催地の Oxford を歴史と格式以外の言葉で表現することは筆者には困難で、参加者
の 1 人が 40 年前に住んでいた家が当たり前のようにそのままあったなど（もちろんそんなこ
とは序の口であろうが）街中が歴史を背負っている感がある。バンケット会場などは天井の高
く薄暗い大部屋で、周囲に肖像画が張り巡らされているなど映画のハリーポッターの世界であ
り、重厚な雰囲気がいたるところに漂っていた。一方英国での庶民の社交場といえばパブであ
り、おいしいビールをいただくことができる。しかしながら昼間は会議、夕食後は近所のパブ
で過ごすという生活は、確実に一部の参加者の元気を奪っていったようであった。
さて、会議であるが μSR という手法でくくっているため、対象は物質を網羅しており、固
体物理を中心に化学、生体物質など幅広い領域の科学とビーム生成及び解析、シミュレーショ
ンなど μSR に関すること全てが報告された。ポスターでは分野別ではなく ABC 順に並ぶとい
う筆者にとっては斬新（？）なものであり、上記の広い分野が正に隣り合って発表されていた。
（編集部）
この中から分野別に参加者の方から報告していただく。

I) HEAVY FERMIONS:
JAERI-ASRC

R. H. HEFFNER

Unlike some of the earlier μSR conferences, the
topic of heavy fermion physics seems to have fallen
somewhat out of favor with μSR researchers. Out
of 186 papers at μSR2005 only about 9 directly
concerned heavy fermion physics.
Superconductors:
O. Stockert et al. (Dresden, Germany) reported
on a study of the coexistence of magnetism and
superconductivity in three single crystal samples
of CeCu2Si2; an antiferromagnetic (AFM) sample,

a superconducting sample and a sample exhibiting
both AFM and superconducting order. The results
from the latter material show that AFM and
superconductivity compete with one another,
coexisting in different regions of the sample volume
(i.e., phase separation). By contrast, A. Amato et
al. (PSI, Switzerland) investigated the magnetic
properties of CePt 3Si below its superconducting
temperature of 0.75 K. They found a magnetic
signal in the whole sample volume below Tc ,
indicating microscopic coexistence of magnetism
and superconductivity in this unusual material
which lacks inversion symmetry. Finally, W.
Higemoto et al. (JAERI, Japan) reported Knight
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shift and zero-field μSR measurements in the filledskutterudite superconductor PrOs4Sb12. The zerofield experiments show that the superconducting
order parameter violates time-reversal symmetry,
while the Knight shift shows no decrease below Tc,
suggesting pairing in a triplet spin state.
Magnetism:
A group led by D. E. MacLaughlin (UC Riverside,
California) presented the results of transversefield experiments in UCu 5-xPt x (x=1.0, 1.5, and
2.5) and longitudinal-field studies of UCu 4Pd.
Both of these materials exhibit non-Fermi liquid
behavior at low temperatures. The goal of the UCu5xPt x experiments was to search for evidence that
the non-Fermi liquid behavior might be due to
disorder. The importance of disorder was verified,
showing up as a distribution of Knight shifts. The
longitudinal relaxation functions G(t,H) obtained
in the UCu 4 Pd material were found to exhibit
time-field scaling G = G(t/Hγ); both annealed and
unannealed samples give approximately the same
results. B. D. Rainford et al. (U. Southhampton, UK)
presented μSR measurements in a series of alloys
CeRu2(Ge1-xSix)2 above and below the AFM ordering
temperatures. The signal they found is consistent
with a distribution of local moments, which is
expected for these modulated structures. S. R. Saha
et al. (KEK, Japan) reported on investigations of
the filled skutterudites CeOs 4Sb 12 and PrRu 4P 12.
They found evidence for a magnetic phase transition
below 1 K in CeOs4Sb12 and no magnetic order down
to 20 mK in PrRu4P12. Finally, R. H. Heffner et al.
(JAERI, Japan and Los Alamos, USA) presented
Knight shift measurements in Ce 2IrIn 8, a heavy
fermion previously shown to exhibit small-moment
freezing below about 0.6 K. Below an anisotropic
temperature T* the Knight shift no longer scales
with the bulk susceptibility χ. They related this to
a recent ‘two-fluid’ picture from Nakatsuji et al.,
in which the formation of the heavy electron state
is accompanied by the onset of a low temperature
susceptibility component χHE ∝ (1-T/T*)ln(T*/T).

II）超伝導（主として遷移金属）関係
KEK 物構研

門野良典

この会議では超伝導というタイトルのつい
たセッションが初日、2 日目、4 日目と連日設
けられており、しかもそれらが「perpendicular
session」（いわゆるパラレルセッション）での
1 回を除きすべて全員が参加するセッションと
なっていたことからも、この分野における μSR
を使った研究の活況ぶりを窺うことができる。
そもそも会議の冒頭、第 1 回 Yamazaki Prize（山
崎賞）受賞記念講演として行われた Uemura の
講演は彼自身による銅酸化物超伝導体研究のレ
ビューであり、参加者は何の前触れもなくいき
なり Bose-Einstein 凝縮と高温超伝導の間の込
み入った相似関係の世界（“Uemura World”）へ
と投げ込まれることになった。そもそも BCS
理論の出現以前、少なからぬ理論家は電子対の
Bose-Einstein 凝縮こそが超伝導の正しい理解を
もたらすと信じていた（現在でも時々素人向け
にその類いの説明を試みる人たちがいる）こと
もあって、このような相似関係についての議
論は実のところそれほど目新しいものではな
い。しかしながら Uemura のように、銅酸化物
という実例―そこでは確かにコヒーレンス長が
短く、Cooper 対が孤立しているように見えな
くもない―を念頭にしてこれを詳細に追求した
例はあまりなく、一方で厳然として存在する
Fermi 相関と最終的にどう折り合いをつけるの
かなど、その行き着く先には興味が持たれる。
Uemura の講演に引き続いて始まった最初の
超伝導セッションでは、その銅酸化物超伝導
体に関する 4 件の口頭発表が行われた。まず
Sonier らが過小ドープ領域での YBCO の面内
磁場侵入長とコヒーレンス長 ξ（＝磁束コア半
径）のドーピング依存性について報告し、特に
*
後者が擬ギャップ温度 T ではなく転移温度 Tc
にスケールしているように見えると主張してい
たが、そのドーピング依存性を実際に見る限り
それほど明快ではないような印象も受けた。ま
た、GL モデルに基づいた磁束格子状態の微視
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的な磁場分布モデルを用いてデータ解析を行 トルで始まったが、要は Tc の最高値が異なる
い、それにより得られたより信頼性の高い磁場 同一系の銅酸化物 (Ca,La)(Ba,La)Cu3Oy の相図
侵入長 λ を用いて Tc と超伝導流体密度に比例 （ドーピング対特性温度）について、磁気的な
する量 1/λ2 の相関図（いわゆる Uemura plot） 相互作用の強さを表す Néel 温度（交換相互作
を描いてみると、単純な Gauss 緩和によるデー 用 J に相当）等を考慮して規格化すると、それ
タ解析で得られるそれにくらべてかなり非線形 らの規格化された相図が一つに重なり、Tc と J
になっており、Uemura の主張である両者の線
形関係が厳密には成り立っていないという指摘
がなされた。確かに λ を Gauss 緩和から評価す
るというやり方はかなり粗っぽい近似であり、
特に単結晶試料を用いたような測定の場合、磁
束格子状態の磁場分布に由来するスピン緩和を
Gauss 分布で近似することには無理がある。そ
の意味では従来の結果は暫定的なものと見なす
べきで、最終的には微視的なモデルに基づいた
解析結果で Uemura plot の定量的な検証がなさ
れる必要があるだろう。
次 に Sanna ら（De Renzi の グ ル ー プ ） は
YBCO の過小ドープ領域において、磁性と超
伝導の微視的な共存についての報告を行った。
μSR の結果からはここで観察される磁気状態
がかなり乱れている（短距離相関）ことが示唆
され、以前から知られている他の銅酸化物の結
果とも定性的な一致を見せている。また、試料
を均一にすればするほどこのようなスピングラ
ス的な磁気相の領域が狭くなるような実験結果
も得られているようで、磁性と超伝導の関係に
新たな展開をもたらす可能性もあるとの印象を
受けた。ちなみに、ポスターセッションでは単
結晶試料を用いた測定で同様の結果が Miller ら
により報告されている (P85)。
3 番目は Kadono らの報告で、電子ドープ系
銅酸化物超伝導体 PLCCO において観察された、
超伝導状態に付随する磁場誘起磁性に関するも
のである。同じ磁場誘起磁性といっても理論に
よって超伝導相と磁性相がどのように共存・競
合するかはかなり違うこと、PLCCO ではホー
ル系と異なり低磁場で試料全体が一様に磁化を
示す（周波数シフトとして観測される）こと等
が強調された。
最後の Ofer ら（Keren のグループ）による講
演は「magnetope 効果」という耳慣れないタイ

の間に比例関係があることが証明できる、とい
う趣旨の報告であった。これは以前から彼らが
主張している点であり、師匠の Uemura plot に
続いて何か普遍的な関係を見つけてやろうとい
う意気込みが感じられる。
第 2 日には夕方から 1 つの招待講演を含む
3 つの講演が行われた。招待講演は地元英国
Bristol 大学の Hussey によるもので、主として
銅酸化物の電子状態を次元性の観点から議論し
たものであった。Hussey は輸送現象（磁気抵
抗の頂角依存性など）を主な研究手段として
おり、話の前半では Tl2201 のフェルミ面が過
剰ドーピング領域で 3 次元的であるのに対し、
ドーピングを減ずるにつれて明らかな 2 次元性
が現れてくること、また後半では PrBa2Cu4O8
の導電性が 1 次元 CuO 鎖上のキャリアによっ
て支配されているとすると、1 次元鎖を切るよ
うな disorder に対する応答がよく説明できる、
といった報告を行った。
引 き 続 く Callaghan ら（Sonier の グ ル ー プ ）
の講演は NbSe2 の超伝導が s 波対相関かつ 2 重
ギャップであることを、磁束コア半径の磁場
依存性から議論していた。ただし、彼らはコア
半径と熱伝導率の磁場依存性がよく対応すること
に基づいて、磁場の増大とともに磁束コアの重な
りが増大することによってコア外に誘起される準
粒子励起の増大が支配される、という主張をし
ているが、これは比熱の磁場依存性が線形にな
るという予想とやや矛盾があるようにも見受け
られ、今後のより詳細な議論が必要と思われる。
3 番目には、実験手法として新しい β-NMR
を用いて、前の講演と同じ NbSe2 の磁束格子状
態における磁場分布を観測した結果を Salman
らが報告した。TRIUMF の ISAC から得られる
8
不安定 Li 核をレーザー照射で偏極させ、減速
しながら試料に注入することにより、試料の深
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さ方向にある程度の分解能を持った磁場分布プ
ロファイルを測定することが出来る手法であ
り、この例では通常問題になる Li 核の四極子
分裂もなぜか観測されず、μSR の場合に類似し
たきれいな Redfield pattern が得られている。今
後 μSR の手強い競争相手になりそうである。
4 日目午前の超伝導セッションは東京大の
Aoki に よ る 招 待 講 演 で 始 ま っ た。 こ の 中 で
Aoki はいわゆるスピン三重項超伝導状態がど
のような条件の下で安定化するか、というポイ
ントにしぼって分かりやすい講演を行った。そ
れによると、対関数の符号がマイナスの部分で
はクーロン斥力が引力として働くことなどか
ら、電荷の揺らぎが大きな系ではこのような
クーロン斥力に媒介されたスピン三重項超伝導
状態が通常の磁気相関によるものより安定にな
る可能性がある。現在知られている候補として
はルテニウム酸化物、有機超伝導体などまだ例
が限られているが、講演内容は今後の物質開発
への指針を与えるもののように思われた。
次に Serventi ら（De Renzi のグループ）は、
(Mg, Al)B2 の磁束格子状態における μSR から
得られる Gauss 緩和率の磁場依存性を、2 つの
バンドそれぞれに対応する λ、ξ を仮定して修
正 London モデルから計算で得られる値との比
較で fitting を行い、これらのパラメータを決め
ようという試みを紹介していた。ただし、2 つ
のバンド共にフルにギャップの開いた s 波対を仮
定してもあまり一致がよくないようで、どちらか
のバンドではギャップにノードがあるような状
況（磁場による準粒子励起の存在）を仮定した方
がうまくいくようである。いずれにせよ、これだ
け沢山のパラメータを入れてどの程度信頼性のお
ける結果が得られるのかが今後の焦点であろう。
このセッションの最後は Klauss ら（Litterst
のグループ）が Eu をドープしてストライプ状
態を安定化させた LSCO について、高圧下での
μSR 測定からその基底状態を探る研究を報告し
た。残念ながら今となっては彼らのデータの詳
細について筆者の記憶は曖昧だが、基本的には
ストライプ状態が消滅して超伝導が現れる、と
いうのが主なポイントであったと思われる。彼

らはこれが圧力をパラメータにした量子相転移
であると解釈し、この系における磁性と超伝導
の関係が重い電子系で議論されているものと同
種である、と主張していた。しかし、講演後に
Uemura も指摘したように、理科大 Arai グルー
プは最近 LBCO について圧力下での μSR 測定
を行い、圧力の増大とともに超伝導相が安定化
する（Tc が上昇し、体積比も増大する）一方
で磁気相は転移温度もほとんど変化せず、ほと
んど圧力の影響を受けていないような結果を報
告している（本会議ポスター発表 P112）。どち
らがより基本的な銅酸化物の性質なのか、今後
も議論が続きそうである。
この日の午後にはパラレルセッションの一方
で最後の超伝導セッションが設けられ、4 つの
講演が行われた。はじめの 2 つは β パイロク
ロア超伝導体の準粒子励起とギャップ構造に
関する報告で、1 つ目は Koda による 3 つの超
伝導体（AOs2O6、A=K, Rb, Cs）についての、2
つ目は Eshchenko（Khasanov の代理、Keller の
グループ）らによる RbOs2O6 のみに関する報
告であった。いずれも多結晶試料を用い、磁束
格子による緩和を Gauss 近似で解析して得られ
た値で磁場侵入長の温度、磁場依存性を議論し
ており、Koda はアルカリイオンが大きくなる
につれて磁場誘起準粒子励起が系統的に変化
する様子を報告し、Eshchenko は RbOs2O6 の準
粒子励起の温度・磁場依存性がフルギャップ
の s 波超伝導と矛盾しないことを報告したが、
RbOs2O6 の結果については両者の間に微妙な食
い違いがある。ただし、驚いたことに Keller の
グループでは磁束格子特有の非対称なスペク
トルを 2 つの Gauss 緩和を組み合わせて fit し、
得られた 2 つの緩和率の重み平均のような値で
議論を展開している。この報告の初めの方でも
触れたように、Gauss 緩和を用いるだけでもか
なり粗い近似になっている上に、さらにこのよ
うな現象論的近似を重ねるような解析では細か
い検討に耐えられるような結果は得られないの
ではという疑念が残る。いくら多結晶試料での
測定とはいえ、少なくとも μSR の専門家を標
榜する人たち（我々自身も含め）がいつまでも
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このようなレベルに満足しているのでは問題が
あろうとの印象を持った。3 番目の Shangelaya
ら（Keller のグループ）は無限層と呼ばれる電
子ドープ系銅酸化物 Sr1-xLaxCuO2（SLCO）につ
いて、特に超伝導性のよい x=0.1 の試料中で測

らは 2 割強である。最後に、ここでは紹介しな
かったが、コバルト酸化物のセッションにおい
て、その水和物の超伝導に関する Higemoto ら
の口頭発表が行われたことを付け加えておく。

定された磁束格子に伴うスピン緩和が速く、い
わゆる Uemura plot のホール系試料における Tc
と σ の関係から大きく外れることを報告した。
彼らはまた Zn、Ni ドープが超伝導に及ぼす影
響も観察し、非磁性不純物 Zn が Tc や λ に対し
てほとんど何の影響も与えないことを見いだし
たとしている。これは特に過小ドープ領域にお
いて少量の Zn が超伝導を破壊するホール系と
は対照的な結果であり、電子ドープ系がなぜ
Zn 不純物に対して鈍感なのか興味が持たれる。
これらを含め、電子ドープ系とホールドープ系
には対称性がなく、両者の超伝導発現機構の間
にはそれほど基本的な関係はない、というのが
講演の趣旨だったようで、筆者らも同じ印象を
もっていることを初日の講演で強調したことを
付記しておく。
セッション最後は Higemoto らによるスクッ
テルダイト超伝導体 PrOs4Sb12 の研究で、既に
論文等で知られている時間反転対称性の破れに
伴うと思われる自発磁化の観測、および最近行
われたミュオンナイトシフトの測定結果が報
告された。特に後者では c 軸方向磁場下におい
て Tc 以下でもシフトに変化がないことが示さ
れ、自発磁化の観測結果とあわせて PrOs4Sb12

III）磁性一般
埼玉大学理

佐藤一彦

強相関電子系以外の「磁性一般」について報
告する。ご承知のようにこの分野は非常に多岐
にわたっており、
元来低温屋である私にはカバー
しきれない分野もあり、やや偏った報告になっ
ているかもしれないことを初めにお詫びする。
まず全体の印象として他の実験手法（特に中
性子散乱）との相補性に着眼した講演が多く目
についた。Yaouanc 氏 (Grenoble) などはそもそ
も “Examples of the complementary nature of μSR
and neutron scattering techniques” と題し、典型
的な遍歴弱強磁性体 MnSi における磁気揺らぎ

の超伝導対相関がスピン三重項状態を含むもの
である可能性が指摘された。この系は現在置換
（Pr/La、Os/Ru）系に関する研究が日米の μSR

の両手法における見え方の違いや、幾何学的に
フラストレートした系 Gd2Ti2O7 における中性
子で見られた波数に依存する spin dynamics が
μSR により、より低エネルギー側まで拡張し
て観察でき磁気状態密度が低エネルギー側に
ピークを持つことや小さなギャップの存在を
見いだしたを報告した。理論面からも Chalker
氏 (Oxford) がやはり幾何学的にフラストレー

グループで展開されており、その特異な超伝導
が通常の BCS 超伝導とどのようにつながる（あ
るいは断絶する）のかが今後明らかになってい
くであろう。
以上は招待講演および口頭発表の要約である
が、このほかにもポスター発表で銅酸化物も含
め超伝導に関連するものが十数件あり、ポス
ター件数全体のちょうど 1 割程度を占めていた
ようである。ちなみに口頭発表件数では全 49
件中遷移金属酸化物超伝導関係が 11 件とこち

トした系における低温現象の理解の上で中性子
と μSR の相補正の重要さを指摘していた。そ
の他フラストレートした系では Kagomé 系や
pyrochlore 系を中心に数多くの講演があったが、
詳細はプロシーディングスを参照されたい。こ
の相補性に着目した講演は「磁性一般」分野に
限った話ではなく強相関電子系物質における講
演でも多く見受けられ、今後 J-PARC のような
研究施設において両手法がより緊密な連携の下
で展開されるようになることを期待する。
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クラスター系の磁性研究の分野では Nakano
氏 (Osaka) のゼオライト結晶中のカリウムの磁
性に関する講演が目を引いた。磁化測定で見ら
れていた低温における自発磁化について、零
磁場 μSR の結果から試料全体が磁気転移して
いると結論づけられており、μSR の特徴を生
かした研究と感じられた。カリウムに関して
は Suzuki 氏 (Kanazawa) によるバルクにおける
CDW の探索の報告もあった。格子定数や比熱
などの測定とも合わせ 20 K 近傍に “何か” が
あることは少なくとも確実のようである。昔な
がらの物質という意味では、Bimbi 氏 (Parma)
による Fe3O4（マグネタイト）の Verwey 転移に

IV） 半導体とミュオンの状態
山梨大学

鳥養映子

Walker は、長年やってきた超臨界水のミュ

エスアール研究を拡張して、超臨界水中の化
学反応の問題に挑戦した。加圧標的に対して
LCR を行うべく、新しい分光器を製作した。
この問題は加圧軽水炉中の化学反応や、兵器の
状態観測など、大きな応用実用分野を有してい
る。アルコールとアセトンについて系統的な測
定が行われ、反応メカニズムに加えて、ミュオ
ンラジカルの特異な状態の超微細定数の決定か
関する研究も目を引いた。以前の研究とは違い ら、分子間運動の詳細をも明らかに出来ると主
ミュオンサイトは少なくとも 3 カ所あるそうで 張している。
Jayasooria は、魚（herring）由来の乾燥 DNA
ある。Verwey 転移以下の温度では内部磁場の
2+
3+
値は大きく変化しており、Fe と Fe の charge について、電子ラベリング法による電子伝達の
order により解析を試みているがまだ不完全と 測定を行った。モデルによらない解析方法に
のことであった。何十年も研究されている物質に よって伝達速度を求め、測定された伝達速度の
おいてもいまだに息の長い研究が続いており、そ 温度依存性とストランドの運動との比較から、
こに μSR などの新しい研究手法により新たな知見 DNA 中の電子伝達は、丁度アコーディオンの
が加えられていることにある種の感慨を覚える。 様な形で、塩基対間を伝わると主張している。
筆者が最近取り組み始めた電荷移動錯体で また、低温 (4 K) までガラス転移のような異常
はこの分野の研究を精力的に続けられている はないとしている。しかし、乾燥 DNA のストラ
Ohira 氏 (RIKEN) の β’-X [Pd(dmit)] の磁性研究 ンド構造（一般に無秩序）は調べていないという。
など計 4 件の報告があったのみである。電荷
報告者（Torikai）は、異なるストランド構
移動錯体は大きな結晶を得にくく、かつ密度が 造（A 型，B 型）を持つ DNA における電子伝
3
軽い ( 概ね ~2 g/cm ) ためなかなか μSR 実験は 達の違いを系統的に調べ、B 型だけに観測され
困難である。しかしながら極めて多様な物質群 る緩和定数（Rish-Kehr のΓ変数）の低磁場で
が存在しかつ結晶学的に多様な制御が可能な系 の異常な磁場依存性について、電子スピンとら
であり、さらには中性子散乱実験が困難であり せん軌道運動の結合（スピン - らせん結合）に
スピン配列すら不明な系がほとんどである。大 よる準位交差共鳴で説明するモデルを初めて提
きな分子あたりにスピンが 1 つしかなくスピン 唱した。A 型 DNA では塩基がらせんの外周に
密度が小さい故に内部磁場も小さく、μSR に 添ってプロペラ状に広がるので結合は弱く、一
は格好の対象である。今後より試料屋さんとの 般に言われるインコヒーレントなホッピングと
連携をより強くすることによりこの分野がより なる。この LCR 的異常は室温から冷却すると
発展することを期待する。
徐々に減少し、ガラス転移が始まる 240 K 以下
では A 型 DNA と類似のふるまいとなる。
Nishiyama は、これまで行ってきた KDP な
蛇 足 だ が、 今 回 一 番 印 象 に 残 っ た こ と は
British Airways のストである。帰りのチケット どの水素結合系のミュエスアール測定を、二次
がパーになってしまったがテロのせいか他航空 元性の高い SQ 酸について行った結果を報告し
の便が空いており、容易にチケットが入手でき た。特異な温度依存性が観測され、200 K の上
たのは不幸中の幸いであった。
下で、ミュオンの存在位置と運動とに大きな変
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化があることが示された。結果を、KDP との
比較から論じた。

V）実験装置と施設
原研先端研

髭本亘

μSR 実験のための装置およびビームライン
の改良に関する報告が数件あった。Prokscha ら
は PSIμE4 ビームラインの増強を報告した。先
頭に常伝導ソレノイド磁石をつけることにより
1.8 mA 時に最大で 6.3x108/s の強度のミュオン
を得ることができることが期待される。ここか
ら毎秒 8000 個の超低速ミュオンが得られるも
のと見積もられ、実験に用いるには十分な量が
得られることになる。また Bakule らは RIKENRAL におけるレーザーによる超低速ビーム発
生装置の報告を行った。現在得られているビー
ムは 18/s と少ないものの変換効率としては PSI
と大差はない。これまで 9 keV のミュオンによ
り μSR 信号を見ることができており、将来大
強度ビームを用いることにより様々な研究に
活用できるようになると期待される。Andreica
らは高圧実験装置について発表した。彼らは
MP35N 製のピストンシリンダー型セルで 2.9
GPa までの高圧下での μSR 測定が可能な装置

ロービームの軌道（Paraiso ら）、あるいはモ
ンテカルロ計算による μSR 信号そのもののシ
ミュレーション（Lord ら）などが紹介された。
このようなシミュレーションは大強度ビームに
より小さな試料を測定するようなセットアップ
を構築する際などに重要となるものと考えられ
る。また解析ソフト “XY-fit” の紹介が Tucakov
ら に よ っ て な さ れ た。XML 形 式 フ ァ イ ル を
MINUIT を用いてフィットするためのものであ
り、汎用性の高いものである。またデータ視覚
化のためには “μVIEW” が用意されている。こ
れらはオープンソースであり、個人的には今後
試してみたい。しかし自前での開発も必要であ
ることからこのようなものの利点をうまく取り
入れていくことが今後重要であろう。

＜ μSR パルス技術検討会報告＞
KEK 物構研

西山樟生

μSR05 のサテライトとして 12 日（金）の午
後から 13 日（土）の昼まで μSR パルス技術検

討会が開かれた。聖アンナカレッジの講堂はほ
ぼ一杯の盛況であった。ミュオン施設としては
パルスミュオンビームと直流状ミュオンビーム
を用い、共同研究による様々な実験を行ってお の 2 種類があるが、今回の開催地の ISIS-RAL、
り、セルの詳細を述べた（我々のものと大差 及び建設中のミュオン施設（J-PARC）で得ら
はないようである）。このような極限環境下の れるミュオンがパルスビームであること、将
実験は今後益々需要が高まるものと考えられ、 来的にミュオン利用者の望む施設は何かとい
今後の発展が期待される。Hiller らは ISIS − うことを考える上でも、パルスミュオン施設
MuSR の増強についての報告を行った。カウン に必要な技術に関する検討をしようという会
ター数の増強によりデータ計数の増大を図った であった。パルスの利点を活用する手段とし
他、パルススライサーやその場磁化測定など てパルス電流、パルス電場、RF 高周波共鳴、
ビームライン、周辺機器を含めて継続的に改良 レーザー照射の各セッションが設けられ、具
を行い、研究の幅を拡げている。特にパルスと 体例として電流による超伝導磁束線の運動（E.
いうこともあり、見本となる部分が多い。また Forgan）、レーザーによるミュオンラジカル分
シミュレーションも数件発表があり、GEANT4 光（F. Pratt）、レーザーによるミュオニウム化
や PENELOPE と い っ た コ ー ド を 用 い て 入 射 学（K. Ghandi）などの話があった。技術的な
ミュオンの磁場中での軌道（Lancaster ら）ス 話では、西山は KEK-MSL で始めている時間分
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解能をあげる方法としての 90 度パルス RF 法
の紹介を行った。他にはパルス磁場によって
ミュオンスピンエコーを見る試み（S. Cottrel）
や、Acoustic μSR と言った斬新な提案（S. Cox）
もあった。
新技術のセッションで最も印象的だったのは
μSR 実験のシミュレーション（T. Lancaster）で
あった。今後は実験装置にそくしたミュオン
ビームおよび陽電子の軌跡のシミュレーション
が必須となると思われる。検出器の開発はまだ
まだこれからと言う感じであるが、多チャン
ネ ル 化 を 目 指 す AMPD(avalanche microchannel
photodiode) が実用の候補でありうるかもしれ

トとして各施設が採用するかどうかという
問題である。データフォーマットの統一化
は特定の μSR 用解析プログラムをどの施設
のデータに対しても使用可能となる利点が
ある。ISIS は現在 NEXUS を採用しており、
また PSI でもその方向で検討しているとい
うことであった。しかし TRIUMF では独自
のフォーマットを用いており、標準として
NEXUS を採用するつもりはないとのことで
あった。ただし NEXUS への変換はすでにで
きるようになっており、その意味では対応
可能と言える。今回もまた統一見解を得る
には至らなかった。ちなみに J-PARC はまだ
完全に “OPEN” であり、今後検討となる。
ない。高エネルギー実験等で用いられる位置
敏感型検出器を用いた μSR 分光の可能性の話 ・ 各施設報告
TRIUMF
（T. Shiroka）もあったが、瞬時強度の大きいパ
UBC の Jess Brewer 氏 を 中 心 に 開 発 さ れ
ルス施設では実用化できるか疑問であった。小
ている解析用プログラムである “μView”
さいサンプル用に KEK-MSL（鳥養、P. Birrer）
“XY-fit” 他のソフトウェアー開発の現状報
で始められたフライパス法が RAL-EC でも実
告があった。また 2006 年 4 月に予定して
用化されているという報告 (S. Cottrell) を聞い
いる新しい M9A チャンネルの報告、M9
て感慨の深いものがある。パルスの時間整形及
ラインの Q3 電磁石の修理等が報告された。
び速いキッカーの紹介（A.D. Hiller）は J-PARC
PSI
でも当然、参考になる。レーザー共鳴による
多チャンネル高速作動 CFD など回路系の
低速ミュオン生成は μSR の会議でも 11 日に
Bakule 氏によって報告がなされていたが、検
開発状況、また新規稼動予定のヘリウム 3
冷却器等が報告された。
討会では特に短パルス化という側面を強調して
ISIS
あった（松田）。
MuSR ディテクターの増強、設置が決まっ
た 5 T までの高磁場実験装置、1500℃まで
可能な炉、200 MHz 共鳴実験装置等、新
規設置および改良された周辺機器の報告が
なされた。
RIKEN-RAL
RIKEN-RAL 施設の概要が報告された。
JNIR

＜ ISMS Facility subcomittee ＞

会議 3 日目の晩に表記の委員会が行われた。
これは前回 PSI で行われたのに引き続き 2 回
ケーブル火災による被害が報告された。
目である。日本からは J-PARC として幸田章宏
J-PARC
（KEK 物構研）髭本亘（原研先端研）
、また理研
J-PARC 物質生命科学施設建設の現状、また
RAL として松崎禎市郎（理研先端中間子）の各
MLF 計算機環境グループにおいておこなわ
氏が参加した。以下の議論と報告がなされた。
れている DAQ についての報告があった。
・ データファイルフォーマット
NEXUS という中性子や放射光で広く採用さ
なお、次回は TRIUMF において行われる予
れている形式を μSR の標準的なフォーマッ 定である。
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＜第 1 回 Yamazaki Prize ＞

＜ ISMS Young Researcher Awards ＞

会議の冒頭に第一回の山崎賞の発表があっ
た。この賞は中間子連絡会の前会長であり、
μSR 法 に よ る 物 質 科 学 研 究 の 創 始 者 で あ る
山崎敏光先生の功績を称えてその名を冠に
とって ISMS により設立された賞で、今年が
第一回目である。栄えある第一回目の受賞者
としては米国コロンビア大学の植村泰朋教授が
選ばれた。植村教授は μSR 研究の初期からそ
の発展に大きな功績を残し、特に磁性と超伝導
の分野で大きな成果を上げている。超伝導体
*
の転移温度とミュオンスピン緩和率（∝ m /ns）
の関係を示すプロットは “Uemura Plot” として
超伝導研究において重要な位置付けがされてお
り、凝縮体における Universality を示している。
表彰式のあと行われた記念講演では自身の研究
の歴史と謝辞を様々な写真やジョークを交え
て紹介するとともに “Superfluid density, twin spincharge roton and Resonant spin-charge motion/Paring
in high-Tc superconductor” と題して最近の研究の

会 議 の 最 終 日 に “ISMS Young Researcher
Award” と名づけられた若手研究者及び学生の

進展が報告された。特に超流動との関連から
ロトン状の励起モードが重要で、それが高い Tc

講演に対しての賞が与えられた。エントリーし
た 40 講演の中から “Magnetic Phase Diagram of
High-Tc Cuprate Superconductor Ca2-xNaxCuO2Cl2
Probed by μSR” (Kazuki Ohishi et al.) 他 3 講演
が選出され、表彰された。

＜おわりに
―次回の μSR2008 は日本で開催―

＞

なお、この会議は 3 年毎に日本、北米、欧州
を巡っており、次回の会議は 2008 年に日本で
開催されることとなった。2008 年は J-PARC の
加速器が稼動を開始する予定であり、ミュオン
分野全体にとっても新しい時代の幕開けとなる
年である。詳細は今後検討となる。

を決める鍵となっているとの話は興味深いもの
であった。

＜第 1 回 ISMS Lifetime Achievement Awards ＞
“ISMS Lifetime Achievement Awards” が会議の
冒頭で発表された。これは μSR 研究の発展へ
の功績を称えて与えられる賞であり、この賞も
今回が最初となる。第 1 回の受賞者としてはカ
リフォルニア大学リバーサイド校の永嶺謙忠教
授ら 4 人が選ばれ、表彰された。永嶺教授は
μSR だけでなくミュオンを用いた科学全般に
対し創生期から現在に至るまで常に先進的な研
究を行っている。その多大な功績はここで紹介
するまでもないものであり、受賞に相応しいも
のである。なお本号の御自身による記事を読ん
でいただければその一環を見ることが出来る。
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読者だより

相互作用という実験を小林先生の指導で行いま
した。物性・原子核・加速器・極低温と当時で
永嶺 謙忠 は最先端の実験技術の多くを学び身に付けたよ
（2005 年 8 月 22 日） うな気がします。
1968 年からは、東大工物工の熊谷寛夫・木
村嘉孝研究室の助手となり、ここで希釈冷却器
3 月末より、あっという間に時が過ぎ、早、 の開発をしました。大学院生には石本英彦さん
残暑の候となりました。
がおられて、大学紛争の中で、開発に成功して、
この間、私の高エネルギー加速器研究機構退職 何の原子核でもスピン偏極出来るという気概を
につきましては、5 月 14 日に盛大な記念の集 持ちました。
1971 年からは、東大理物理の山崎敏光・中
いの開催と、身に余る記念品の寄贈を頂きまし
た。中間子科学連絡会の多くの方々にご出席と 井浩二研究室の助手になり、ここでミュオンと
ご賛同を頂きまして、誠に有難うございました。 巡り会うことになります。当時の助手の同僚に
この場をかりまして、心より御礼申し上げます。 は野村亨・永宮正治さんがおられ、次々とこら
れた大学院生には、今の原子核・素粒子・物性
思い返しますと、7 年間の高エネルギー加速 の世界の中心になっている多くの方々がおら
器研究機構に先立つ、32 年間の東京大学、17 れ、正確な記述が不可能な程です。当時は、私
年間の理化学研究所での生活を含めまして、実 を除く全員でインビーム核反応法による原子核
に長い期間を、よき師、よき同僚、よき若手の 励起状態の磁気能率を測る実験に邁進してい
皆様に恵まれ、楽しく実り多い研究生活を送る て、極めて有名な軌道磁気能率における中間子
事が出来ました、皆様のご厚情に厚く御礼を申 交換効果の発見がなされました。
し上げますと共に、私の数々のご無礼に対し深
私はというと、地下の狭い実験室で、手作り
くお詫び申し上げます。この小文の後に、お名 の希釈冷却器を使って、極低温核スピン偏極
前をつけて感謝させて頂いております。実は同 の実験をしていましたが、偶然、強磁性合金
じものを、退職記念講演に使ったのですが、幾 BiMn の中で Bi に働く内部場が大きそうだとい
人かの方々を失念しておりましたので、追加し う情報を得ました。Bi 核は原子核磁気能率の
訂正させて頂いております。未だ間違いがある 異常性や中間子交換効果を最も典型的に持って
かもしれません。
いるので、その核スピンを偏極し、かつ標的に
ここで、折角の機会を頂いたので、今まで余 出来るということで、注目もされ色々な実験や
り他人に話す事も無く、自分自身も忘れかけて 考察をいたしました。その中に、負ミュオンと
いる事を書き残したいと思います。それは、私 Bi 原子核とでつくるミュオン原子の中の超微細
がどのようにしてミュオン科学に近づいたかと 構造の測定というテーマがありました。両方の
言う事です。
スピンが偏極していると、X 線スペクトル中の
私の研究者生活は、1964 年に大学院生とし 超微細構造が際立って見えるというものです。
て、東大物性研の大野和郎・小林晨作研究室に
山崎先生と私は、物質中の負ミュオンのスピ
入ったところから始まりました。助手には上坪 ン偏極現象の論文などを読み漁っていました
宏道・伊藤厚子両氏がいらっしゃって、小さい が、或る時（多分 1971 年の夏ごろ）、本郷構内
けど、活気のある研究室でした。そこでは、極 のアートコーヒーで二人で昼食中に、山崎先生
低温核スピン偏極と MeV スピン偏極中性子の より “MSR をやりましょう” という発言があ

「KEK の退職にあたって」
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尚、記念会の最終講演では、3 年前に東京大
学と理化学研究所を退職した際に、退職記念講
演としてお話をさせて頂いた以降に、“予期せ
ずに” 挙がった成果を中心にして、“ミュオン
科学の新しい旅立ち” という内容で、お話をさ
せて頂きました。具体的には、次の内容でござ
いました；１．ミュオン触媒核融合でのブレー
クイーブン達成の方向づけ。２．ミュオン反水
素原子の生成の可能性と最先端素粒子物理の提
案。３．ミュエスアール法による血流磁化の観
測と新しい脳機能などの生命科学。４．ミュオ
ンラジオグラフィーの産業・自然災害予知・国
土安全などへの利用。
今後暫くは、カルフォルニア大学リバーサイ
ド校物理学科物理研究員、理化学研究所原子物
れています。ミュオン実験施設については、 理研究室客員研究員、高エネルギー加速器研究
KEK に 続 い て、1986 年 か ら は TRIUMF で、 機構大強度陽子加速器計画推進室客員教授、と
1990 年からは主任研究員を兼務した理化学研 して研究を続けてゆく予定です。研究内容とし
究所を通じて RAL で、それぞれ直流状、パル ては、ミュオン科学として萌芽期にある生命科
ス状ミュオンの世界最先端の実験施設を作る事 学、産業利用、国土安全利用、自然災害予知、
ができました。それらの実績から J-PARC ミュ などを少しでも前進させるべく努力をしたいと
オン施設へとバトンを繋ぐ事ができて喜びにた 願っております。
えません。実験手法としては、大型超伝導ソレ
皆様の益々のご活躍とご健康をお祈りいたし
ノイドによるミュオンビーム発生、パルス状 ます。
ミュエスアール技術、ミュオンスピン RF 磁気
長い間、誠に誠に有難うございました。
共鳴、熱ミュオニウム発生と超低速ミュオン、
大立体角軸収束ミュオンチャネル、等々を主導
することができました。発見した物理現象とし 感謝；研究を支えてくれた方々へ
ては、ミュオン核融合のアルファ付着現象、ミュ ( 敬称略、見落としが心配）
オン電子ラベリング現象、などがあります。脇
役ではありましたが、軽粒子ミュオンの量子拡 実験施設；KEK(UT)-MSL、理研 RAL、TRIUMF、
J-PARC
散や、高温超伝導の磁気秩序などの発見にも参
西山樟生、門野良典、三宅康博、下村浩一郎、
加することが出来ました。加えて、宇宙線ミュ
河村成肇、P.Strasser、幸田章宏、福地光一、牧村俊介、
オンによる火山体などの巨大物質のレントゲン
池戸豊、
写真撮影に気がつき、実施することが出来ま
した。これらの全ての成果に、力強い協力者の
山崎敏光、中山久義、今里純、早野龍五、久野良孝、
存在がありました。それらの多くは、Cambridge
松崎禎市郎、坂元眞一、佐々木宏行、川島祥孝、
大学出版から 2004 年に Introductory Muon Science
髭本亘、川口武男
りました。物質中で負ミュオンが偏極している
のなら、NMR とは違った場所の内部磁場が分
かり、新しい物性研究が出来るというアイディ
アです。その後幾通りかに様変わりしています
が、μSR の事を私が耳にしたのはこれが初めて
のことです。案外世界で初めてかもしれません。
1973 年になって、負ミュオンスピン回転と
偏極ミュオン Bi 原子の実験プロポーザルは、
そ れ ぞ れ LBL と TRIUMF で 承 認 さ れ、 実 験
実施に向けて山崎グループの現地担当として、
1973 年の秋に旅立った時から、私のミュオン
科学の長い旅がはじまりました。
1977 年に帰国後、1978 年から始まった KEK
ミュオン施設の建設などについては、2000 年
の 20 周年記念を特集した “めそん” に記述さ

と言う本にまとめる事が出来ました。これらの
一つ一つの研究成果の陰には数々の感動と失
意のドラマがありましたが、今後どなたかが
述べられることと思い、全て省略いたします。
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岩崎雅彦、松崎禎市郎、石田勝彦、渡邊功雄、
松 田 恭 幸、 大 平 聖 子、P. Bakule、G.H. Eaton、
H.J. Jones、

F.L. Pratt、
G. Thomas、
W.G. Williams
中村哲、
門野良典、

ミュオン触媒核融合

宇宙線ミュオンラジオグラフィー（火山体、
高炉）

松崎禎市郎、石田勝彦、河村成肇、松田恭幸、

田 中 宏 幸、 中 村 哲、 石 田 勝 彦、 下 村 浩 一 郎、

岩崎雅彦、豊田晃久、今尾浩士、須貝宏之、

岩崎雅彦、

加 藤 峯 生、 工 藤 勝 久、 武 田 直 人、 G.H. Eaton、

橋本操、篠竹昭彦、内藤誠章、圃中朝夫

中村哲、坂元眞一、棚瀬正和、黒澤清行、工藤博司、
梅沢弘一、加藤和明、竹田辰興、森茂、宮沢弘成

秘書の方々

上村正康、木野康志、赤石義紀、島村勲、小池貴久、

塩坂裕子、佐藤早智子、市村規子、坂井麻貴子

L.I. Ponomarev、M. Faifman、A. Adamczak、S.E. Jones、

小 方 順 子、 平 野 み ど り、 管 波 明 子、 水 谷 淳 子、

J.S. Cohen、M. Leon

井 田 雅 代、 大 原 佳 子、 菊 池 夕 子、 国 分 淳 子、

藤田陽子、鈴木純子、

ミュオン反水素原子

池ノ上淳子、市川かおり、栗原光子、前北弘子

山崎泰規、超低速ミュオングループ、反陽子グループ
J.S. Cohen、山崎敏光

研究室、施設を支えて頂いた諸先輩の方々
山崎敏光、有馬朗人、西島和彦、宮沢弘成、藤田宏、

ミュオン生命科学

上村洸、矢崎紘一、

F.L. Pratt,、大平聖子、渡邊功雄、鳥養映子、占部治子、

西川哲治、菅原寛孝、木村嘉孝、

T.P. Das、R. Scheicher,

戸塚洋二、小間篤、松下正、

郷信廣、K. Kehr、安宅光男、吉良爽、月原富武、

小田稔、有馬朗人、小林俊一、上坪宏道、

下村浩一郎、今井清博、J.S. Schultz、

E.W. Vogt、D.H. Wilkinson、P.W. Williams、A. Taylor

T.J. Ruth、 A.P. Mills,Jr.、飯塚徹太郎

PAC 委員、外部評価委員、関連委員会委員の皆様、

ミュエスアール物性

中性子、放射光、素核研、放射線管理の皆様、

植 村 泰 朋、 門 野 良 典、 西 田 信 彦、 西 山 樟 生、 永宮正治他 J-PARC の方々
小池洋二、秋光純、安岡弘志、伊藤厚子、小嶋健児、
都福仁、目片守、他 100 人を超すユーザー
近藤淳、白川秀樹、近藤保、堂山昌男、北原和夫、
前川禎通、T.P. Das、R.H. Heffner、D.E. MacLaughlin、
他沢山の助言者

先端ミュオンビーム開発
（超低速ミュオン、大オメガ、他）
三 宅 康 博、 松 田 恭 幸、P.Bakule、 下 村 浩 一 郎、
P. Strasser、牧村俊助、池戸豊、
岩崎雅彦、石田勝彦、

P. Birrer、J. Marangos、久我隆弘、A.P. Mills, Jr.、
S. Chu、松下明、今里純、村田好正、
宮寺晴夫、西山樟生、田中宏幸、福地光一、池戸豊、
森 義 治、 戸 塚 洋 二、 横 谷 馨、 榎 本 収 志、

A. Jason、T.M. Wangler、H.Tom
栗原俊一、
山崎良成、
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自己紹介
Greetings to my Japanese friends:
R. H. Heffner (JAERI)
My name is Bob Heffner and since April 1, 2005,
I have been working at the Japan Atomic Energy
Research Institute (soon to be the Japan Atomic
Energy Agency) in the Advanced Science Research
Center (ASRC) as Group Leader of the Actinide
μSR Group. My sub-leader is Dr. W. Higemoto, the
editor of this magazine. I would like to give a special
thanks to the ASRC director, Prof. H. Yasuoka,
for making this opportunity available to me.
Before coming to JAERI, I worked for 31 years at
the Los Alamos National Laboratory in the U.S. I
started my professional career in nuclear physics,
but soon switched to solid state physics, focusing
primarily on μSR research, with occasional
excursions into NMR and neutron scattering.
My research interests primarily involve studies of
superconductivity and magnetism. Most recently I
have worked on heavy-fermion f-electron systems
and colossal magnetoresistance manganites using
μSR, as well as local-structure studies in various
materials using neutron pair-distribution-function
analysis. In collaboration with Dr. Higemoto and
the KEK μSR group, I am also involved in planning
for the future JAERI surface muon beam line to be
constructed at J-PARC. This promises to be a most
exciting facility when finally completed. ■

あ、以上なんですが、短かすぎですか。そう
ですか。でも今さら自己紹介といっても、ねぇ。
そうですね、特技はダンスとか。封印されてし
まいましたけど。
うーん。物性研だよりに金道先生が素晴らしい
自己紹介を書いておられましたよね。ああいう
シャレのきっついオヤジ（失礼）には憧れると
ころがありますね。でも真面目な話、心意気と
しては同じだと思うんです。私自身、どちらか
というと技術指向というか職人の考え方だと思
いますし。「μSR でしか覗けない世界がある。
なら、そのための最良の環境を用意いたしま
しょう」と、そういった心意気で。重ねまして、
どうぞよろしくお願いします。■

鈴木
（理化学研究所

栄男

岩崎先端中間子研究室）

自己紹介をせよと仰せつかりましたので、簡
単ながら作文を致します。
氏名は鈴木栄男ですが、何と読むのか？、と
必ず訊かれます。答えは“すずき たかお”です。
決してスズキムネオではありません。どうぞ、
よろしく御願い申し上げます。
さて、私の氏素性でありますが、東北大学金
属材料研究所の深瀬研究室で博士号を取得して
そのままポスドクを二年間し、その後、上智大
学理工学部物理学科で五年間助手をしておりま
した。そして、今年度から理化学研究所、岩崎
先端中間子研究室に協力研究員として着任いた
幸田 章宏
（KEK ミュオン科学研究施設） しました。
これまで一貫して、高温超伝導体のストライ
中間子施設（当時）のポスドクとしてつくば プ問題を中心に超音波、磁気輸送特性、中性子
にやってきて、はや 6 年。あまりの居心地のよ 散乱実験、特に磁場中での測定によって研究を
さに長居を決め込んでいましたが、今般、もっ 行ってきました。今後は、μSR という強力な測
と長居してもいいことになりました。微力なが 定手段をできる限り有効に活用するべく、量子
ら、ユーザーみなさんの実験のお手伝いと、そ スピン系やナノ磁性などの新しい分野に積極的
して J-PARC 建設へと最大限がんばっていくつ に取り組んで行きたいと考えております。μSR
もりです。どうぞよろしくお願いします。
初心者ではありますが、精一杯精進する所存です。
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これといった趣味はありませんが、お酒は大
佐藤 宏樹
好きです。“酒は飲んでも呑まれるな !” という
（総合研究大学院大学）
家訓を守りながら、チビチビと舐めております。
簡単ですが、以上で自己紹介の御挨拶とさせて
今年度からミュオン科学研究施設で研究させ
いただきます。
て頂くことになりました総合研究大学院大学の
今後ともよろしく御願い致します。■
佐藤宏樹です。
出身は北海道の千歳空港のとなりにある小さ
な田舎町で、中間子科学実験施設が東京大学理
学部付属施設として誕生した翌年 (1979 年 ) に
伊藤 孝 生まれました。高校まで夏は野球、冬はスキー
（東京工業大学 /JAERI 先端基礎研究センター） といったスポーツをして育ち運動は得意と思っ
ていたのですが、大学に入ってから運動するこ
東工大西田研究室、博士課程 1 年の伊藤と申 とが減り、七月に行われた KEK の駅伝大会で
します。修士課程から μSR による物性研究を は情けない記録を残してしまいました。
始め、今年度で 3 年目になります。この 4 月か 私が μSR という言葉を初めて知ったのは大学
らは活動の拠点を東海村に移し、原研先端研 四年生の時で、以来ミュオンというユニークな
アクチノイド μSR 研究グループの一員として プローブと超伝導という面白い物質に興味を惹
日々研究に励んでおります。
かれ、修士課程では東京理科大学の新井研究室
東海村での生活はさぞ不便であると思われる で La 系高温超伝導体の圧力下 μSR 実験をテー
かもしれませんが、街中には店も多く、車さえ
あれば意外と快適に暮らせる所です。その気に
なれば「東海町」になれる規模だとか。一方で
海と山に囲まれ、都会の忙しなさを感じること
はほとんどありません。それは原研内とて例外
ではなく、私はここでのびのびとした研究生活
を送っています。先端研で私に課せられた義務
は、昼食後のコーヒーを用意することぐらいで
す。（研究成果を上げることが前提にあるのは
言うまでもありませんが）それまでコーヒーに
は全く興味のなかった私ですが、今では高級品
種に手を出すまでになってしまいました。この
分だと、博士課程を修了するころには豆やら機
材やらにこだわって派手に散財、なんてことに
なるのでしょうか。おいしいコーヒー豆をご存
知の方は、ぜひとも御一報ください。
最後に自分の研究について書こうと思ってい
たのですが、そうこうしているうちに紙面がな
くなってきてしまいました。このように極めて
マイペースな私ですが、研究に関してはそこを
うまく生かして着実に成果を残せるよう努力し
ていく所存です。どうぞよろしくお願いいたし
ます。■

マとして研究していました。
四月から総研大生として KEK-MSL に通って
いますが、KEK は共同利用研究機関というこ
とでいろいろな実験に参加する機会に恵まれて
おり、そこで多くのものを吸収したいと思って
います。また東海村に建設中の J-PARC により
今後ますます盛んになるミュオンサイエンスに
参加、貢献できるようがんばります。これから
よろしくお願いします。
※
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写真は今年の八月にオックスフォードで行われ
た µSR 国際会議の発表が終わった日にパブで
撮ったものです。（O 石さんには敵いませんが
ビール党です）

蜂谷

健一

れれば納得してくれますが・・・『黒服が好き』
（千葉大学大学院 / 理研 岩崎先端中間子研究室） なだけ・・・そういう系統のバンド活動をやっ
ているというだけの話です。機能的な面で言え
ば、『ポケットの多いジャケットを着てしまう
現在、千葉大学大学院・自然科学研究科 (D2) と、他の服を着たときに「各ポケットに入って
に所属している蜂谷 健一 ( ハチタニ ケンイ いるものをどこにしまおうか」ということを考
チ ) です。因みに、
「ハチ『ヤ』」ではなく「ハ えるのが面倒になり、結局、またジャケットを
チ『タニ』
」です。2005 年 4 月より、理化学研 着ることになる』というのも理由の一つです。
究所・岩崎先端中間子研究室のジュニア・リサー 次に「( 夏季には ) 暑くないのか？」に対する
『暑い』です。正直言って、暑く
チ・アソシエイトとしてお世話になることにな 回答ですが、
ないわけがありません。( 涼しさ感じる ) 機能
りましたので、宜しくお願い致します。
研究内容としては、f 電子と伝導電子の混成 性より ( こだわり感じる ) ヴィジュアル重視と
効果が重要な役割を果たす重い電子系 ( 主に いうことで、ポリシーを曲げると己に負ける気
『充填スクッテルダイト化合物』と呼ばれる物 がして脱ぐことができません。ということで
質群 ) に現れる様々な物性に対して、核磁気共 ( ？ )、研究に対しても、妥協することなくポ
鳴 (NMR)・核四重極共鳴 (NQR) 法を用いて、 リシーをもって、克己 ( 己に克つ ) の精神で精
その磁気・電子状態を研究しています。最近は、 進していく所存です。
RIKEN-RAL の利用機会を与えて頂いたことを
以上、簡単ではありますが、自己紹介とさせ
きかっけに、NMR や NQR の兄弟的存在であ て頂きます。まだまだ若輩浅学の身であり、皆
る μSR を相補的に行い、多角的アプローチを 様にご迷惑をおかけすることも多いとは思いま
試みております。また、千葉大の研究室では多 すが、宜しくお願い致します。
重極限状態 ( 極低温・高圧・強磁場 ) における
実験を推進中でありまして、その技術を転用す
ることにより多重極限状態における μSR 実験
を実現し、RIKEN-RAL における μSR 実験をよ
り発展していければと考えております。偉そう
なことを語ってはいますが、あの世界最強度の
ミュオンビームにはお世話になりっぱなしであ
り、大して何も解っておりません・・・今後は、
皆様からの多くのご指摘・ご教授を頂きたく思
いますので、宜しくお願い致します。
真面目なお話はこのぐらいにいたしまして・
・
・
「 ど う し て い つ も 服 装 が 黒 い の か？ ( ク ソ 暑
い夏でも ) 暑くないのか？」というご質問を
よく受けますので、それについて公式回答を
させて頂きたいと思います。最近では RIKEN
Operational Working Group Meeting で「MEN IN
BLACK」呼ばわりされる始末であり、
「それし
か服をもっていないのか？」というご質問を受
けることもありますが、そんなことはありませ
ん。同じ様なことを言っていた友人は皆、我
が家の ( 黒服しかない ) クローゼットを見てく
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研究会・ワークショップ報告

ました。
2 日目、及び 4 日目はポスター発表のセッショ
東京大学理学部 ンがそれぞれ 1 時間づつ催され、私も最近の重
今尾 浩士 水素系ミュオン触媒核融合におけるオルソパラ
効果の研究について発表させていただきまし
た。この会議はミュオン触媒核融合に造詣の深
2005 年 2 月 21 日 か ら 25 日 ま で の 5 日 い理論・実験家の人達が多かったので有意義な
間、 ウ ィ ー ン に お い て EXA05 ワ ー ク シ ョ ッ 議論が出来ました。また、重水素分子のオルソ
プ (International Workshop on Exotic Atoms) が、 パラ状態コントロールは UCN の標的作りと共
Austrian Academy of Sciences 主 催 で 行 わ ま し 通の技術でもあり、そのような分野の人達にも
た。約 100 人あまりの研究者が参加し、広いエ 関心を持ってもらえました。ポスターセッショ
ネルギー領域における様々な物理が、新しい理 ンでは他に KEK からは河村氏が J-PARC のミュ
論的、実験的結果と共に議論されました。私 オン施設について、理研からは小池氏が K 中
にとって初めての国際会議参加となったこの 間子窒素原子のカスケード過程における電子状
EXA05 について大まかにご報告致します。
態の理論計算に関する発表等があり、注目を集
口頭発表のセッションは Austrian Academy of めていました。
Sciences の "Theatersaal" で行われ、ヨーロッパ
3 日目午前は bound state β-decay についての

EXA05 Workshop

独特の装飾に彩られた荘厳な雰囲気が印象的で
した。私は 2 日目からの参加となりましたが、
初日は中間子を媒介とした高密度原子核の探索
について理論的には山崎敏光氏、赤石氏から、
実験的には鈴木謙氏、永江氏、板橋氏等の講演
があったようです。日本が世界を主導している
分野であり、非常に興味深かったので講演を聴
くことが出来なかったのはとても残念でした。
2 日目は低エネルギー QCD の研究に関連して、
K 中間子、及び π 中間子原子を用いた実験・理
論の講演がありました。私の専門であるミュオ
ン触媒核融合の分野でも馴染み深い J. Zemeskal
氏 か ら K 中 間 子 原 子 の 精 密 測 定 実 験、 ま た
M. Faifman 氏からミュオン原子及び K 中間子
原子のカスケード過程についての最新の計算方
法についての報告がありました。また、理研の
岩崎氏から K 中間子の深束縛状態の探索実験
についての報告がありました。K 中間子の束縛
状態、高密度原子核状態、を示唆するような共
鳴構造が観測されており、原子核物理における
最大の関心事の 1 つ、ハドロニックな質量の起
源に迫る物でもあって活発な議論がなされてい

講演の後、PSI で行われている UCN 生成実験
について R. Henneck 氏から報告があり、その後、
私にとっては最も馴染み深いミュオン物理につ
いて、B. Lauss 氏からミュオン寿命の精密測定
実験 MuLAN、及び水素へのミュオン原子核捕
獲の精密測定実験 MuCAP、についての報告が
ありました。ここで用いられている水素標的は
徹底して純化されており、ミュオン触媒核融合
で同様の標的を用いる私にとって、その手法は
とても勉強になりました。更に TRIUMF で行
われているミュオン崩壊現象の精密測定からミ
シェルパラメータの精度良く求める TWIST 実
験について G. Marshall 氏の講演がありました。
その後、3 日目の午後から 4 日目午前まで
は反陽子に関する講演が続き、CERN の反陽
子ビームを用いたグループからの理論・実験
報告がなされました。特に日本のグループか
らは理研の黒田氏から超低速反陽子ビーム
MUSASHI の開発の現状について、東大の早野
氏からは反水素ヘリウム原子精密分光実験の現
状と ASACUSA 実験の将来計画についての報
告がなされ、この分野における日本の存在感・
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将来性を見せつけられる感じがしました。ま NuFact05 Workshop
た、最近反水素生成で熾烈な争いを繰り広げた、
ATHENA、ATRAP 両グループから最新結果に
理化学研究所 岩崎先端中間子研究室
ついて報告がされ、活発な議論を呼び、聴衆
石田 勝彦
の関心の高さを窺わせました。4 日目午後には
Future Facility についての講演があり、J-PARC
2005 年 6 月 21 日から 26 日にかけて、イタ
計画について KEK の澤田氏の報告がありました。
こ の 日 に 催 さ れ た Conference Dinner で は リ ア の Frascati 国 立 研 究 所 に お い て NuFact05
ウィーン郊外にある “Heurigen” というワイン Workshop（7th International Workshop on Neutrino
居酒屋で夕食をいただきました。ここでは、お Factories and Superbeams）が開催された。この
いしいワインが飲み放題で、気が付けば 4 時間 会議は、ヨーロッパ、米国、日本の 3 極で順に
以上が経過しており、皆さん、少なくとも私は、 毎年開催され、今回は第 7 回目にあたる。過去
酩酊状態でした。このように出席研究者達と友 3 年間の NuFact 会議については、めそん第 16
好を深める事が出来るのも国際会議の楽しみの 号と第 18 号に阪大の青木氏による記事が、第
一つだと思います。余談でありますが、有楽 20 号に石田による記事が掲載されている。な
町には “Heurigen House” というお店があり、 お、 次 回 は 2006 年 8 月 に 米 国 の California で
ウィーンの “Heurigen” を日本で再現したビア 開催されるとのことである。
レストランらしいです。
さて、最終日の 5 日目は GSI の FAIR 実験の
講演が続き、無事閉会を迎えました。
このワークショップで世界各国の様々な実験
施設で行われているエギゾチック原子を用いた
幅広い物理について触れる事が出来、非常に刺
激的でした。おまけにウィーンの文化に触れる
事も出来て、私にとって最高に楽しいワーク
ショップでした。

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ビームを生
んで数十 GeV まで加速した上で蓄積リングに
貯蔵し、ミュオンが崩壊する際に発生する指向
性の良い大量のニュートリノビームをニュート
リノ測定器に打ち込んで、ニュートリノ振動な
どの諸現象を測定するものである。大強度の
ミュオンビームが必須となることから、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。
会議場となったのはローマ近郊の Frascati 国
立研究所である。Frascati については、理研の
岩崎主任も参加している DAFNE 加速器での実
験などでご存知の方もいると思う。Frascati の
町はローマの中央駅から電車で 30 分の郊外に
ある（ただし電車は 1 時間に 1 本である）
。丘
の中腹にあり、周辺は白ワインの産地として有
名である。避暑地であるらしく、富豪の大別荘
（Villa）跡がところどころに見られる。とはい
うものの 6 月ながら日本の夏に劣らず暑い盛り
であった。後で聞くとその頃イタリアは記録的
な暑さであったようだ。イタリアというと食事
である。イタリア語に不慣れなため不便もあっ
たが、自分の注文した料理がどういうものか、
実際に出されてからはじめてわかるという楽し
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みもあった。日本とはずいぶん時間の感覚が違
い、昼は暑いので店を閉めてしまう（らしい）
が、夜になると人々が街にくり出してくる。夜
10 時は雑踏の賑わいであり、子供が路地で遊
んでいるのには驚いた。また Conference Dinner
が終了したのが、真夜中をとうに過ぎていたと
いうのもはじめての経験であった。
会議は前半がプレナリー講演、中盤がワー
キンググループにおけるパラレルセッション
主体、最後が各ワーキンググループからの報
告と全体議論であった。4 つの Working Group
（WG）によるパラレルセッションは、WG1 は
Neutrino Oscillation Physics、WG2 は Neutrino
Scattering Physics、WG3 は Machine Design and
R&D、WG4 は Intense Muon Physics であり、前
回のグループを踏襲している。
プレナリー講演では、ニュートリノ実験、ビー
ム技術などについてについて講演があった。
ニュートリノ振動の存在が確実となっており、
1 eV 以下ながらニュートリノ同士に質量差が
あるようである。ニュートリノ実験では一気に
ニュートリノファクトリーを作るのでなく、現
在のニュートリノ源や測定器をアップグレード
しながらファクトリー実現に近づいていこうと
いうのが趨勢となっているようである。また各
地域でのニュートリノ源や測定器の報告があっ
た。米国では Fermilab が中心となっているが、
BNL の AGS をアップグレードする計画も提
唱されている。ニュートリノファクトリーの
R&D についてはヨーロッパでは英国が積極的
になっているようであり、CERN は LHC の進
展を見ながら進めて行くようである。さらに生
成標的、パイオン捕獲ソレノイド、ミュオンビー
ム冷却、ミュオン加速についてのプレナリー講
演があった。どの要素１つをとっても、R&D

プレナリー講演では久野氏（阪大）よりミュ
オンの基本相互作用とそれに関する実験を中心
とした展望が述べられた。ワーキンググループ
では大強度ミュオンビーム計画として、吉村
氏（KEK）から J-PARC 50GeV 陽子からミュオ
ンビームを作る計画、特に陽子ビームの取り出
し方法やミュオンビーム成形リング PRISM の
デザインについて話があった。下村氏（KEK）
からは J-PARC 3GeV でのミュオン施設の建設
の現状、特に 4 本のビームラインの概要につい
ての話があった。松田氏（理研）からは、理研
RAL ミュオン施設での超低速ミュオン生成の進
展と将来の強度向上の期待について話があった。
レプトンフレーバー非保存の実験について
は、PSI でのミュオンの電子 γ 崩壊実験 MEG
の進展が報告された。主要機器のほとんどが開
発を終えており、2006 年から実験がスタート
するようである。同じくレプトンフレーバー非
保存であるミュオン電子変換については、青木
氏（阪大）が BNL での MECO 実験の準備状況
の報告を行った。この実験はパイオンの大立体
角取り込みのために生成標的を覆う超伝導ソレ
ノイドを採用しており、ニュートリノファクト
リーの必須技術の先駆けとして注目される。佐
藤氏（阪大）は PRIME 計画について報告した。
MECO と同様、ミュオン電子変換実験である
が、PRISM を用いたビーム成形などにより、
より高い精度を目指している。
ミュオニウム実験に関するレビューを
Jungmann 氏（KVI）が行った。ミュオニウム
は粒子の内部構造や強い相互作用の影響を受け
ない、最も基本的な原子であり、物理定数や基
本相互作用の研究に適している。Muonium の
hyperfine splitting、1s-2s splitting、Mu → anti Mu

変換実験などの紹介を行い、大強度ミュオン
の必要性が高く、まだまだ数年以上を要すると ビームの利用によりこれらの精度向上が期待で
いう印象を受けた。
きることを訴えた。Mulhauser 氏（Illinois）は
ミュオン科学に関しては、基礎物理から応用 ミュオン寿命測定実験（MuLan）とミュオン核
にいたるまで今回も幅広い参加があった。ミュ 吸収実験（MuCap）実験の現状について報告し
オンワーキンググループの今回の世話人は佐藤 た。ミュオン寿命測定は弱い相互作用の強さを
氏（阪大）、Grassi 氏（Pisa）、Roberts 氏（Boston） 決める最も直接的な方法であるが、通常の連続
であった。
ビームでは統計をあげにくくなっている。この

– 23 –

ため、キッカーを用いてミュオンビームを間引
き、ミュオン植え込みとミュオン崩壊測定を交
互に繰り返すことにより、1 ppm 以下の寿命測
定誤差を目指している。すでに preliminary な
データが得られているが、原因不明のスペクト
ルの歪みや、キッカーが完全に性能を出し切っ
ていないなどの改善すべき点があるとのことで
あった。ミュオン核吸収は弱い相互作用を通し
て核子の成立ちを調べるものであるが、Saclay
と TRIUMF の実験結果が必ずしも良い一致を
示していない。MuCap 実験では低密度の水素
ガスを用いることにより、ppμ 分子のオルソパ

ICDS23 国際会議
KEK 物質構造科学研究所
ミュオン科学研究施設 下村

浩一郎

さる 7 月 24 日から 29 日まで上記国際会議が
兵庫県淡路夢舞台国際会議場で開催された。
同会議は 2 年に 1 度開催されており、Si, Ge,
GaAs などの典型的な半導体、GaN, ZnO など

ワイドギャップ半導体あるいはカーボンナノ
ラ変換による実験データ解釈の不定性を回避す チューブ、希釈磁性半導体等の格子欠陥、不純
る。2006 年に実験が予定されている。BNL で 物の電気的、光学的、構造的特性に関する研究
のミュオン g-2 実験については、理論値と 2.7σ を概観することを目的とするもので、昨年米国
の差が見られている。BNL での追加実験によ フラグスタッフで開催された半導体物理国際会
り実験精度を上げる計画が Roberts 氏（Boston） 議（ICPS）に比べ、トピックスをしぼった会
により紹介されたが、まだ予算の裏づけはない 議といえる。今回の会場は 2002 年の日韓共催
とのことである。またミュオンの電気双極子を のワールドカップでイングランドのチームが合
宿したことでも有名で、筆者も 5 年前に当会場
図るアイデアについても講演があった。
さらにミュオンの応用として、Morenzoni 氏 ができたての時に、今回チェアをされた大阪
（PSI） が PSI の Low energy muon beam の 概 要 大学の吉田博先生が開催された国際会議で訪
とその様々な応用について話した。先頭部にソ れたことがあり少々懐かしい（？）思いがし
レノイドを採用した大強度表面ミュオンビー た。出席者は 30 数ヶ国から 350 人余りで、う
ムラインへの移設が完了すれば約 8000 個の超 ち日本からは 100 名以上だったと記憶してい
低速ミュオンが期待できるとのことである。筆 る。ミュエスアール関係の研究者としては、
者がミュオン触媒核融合のオルソパラ効果を中 S.F.J. Cox 氏、R.L. Lichiti 氏が出席していた。
心とした進展を報告し、理研 RAL ミュオン施 会議は基調講演 5 件、招待講演 14 件、口頭発
設での D/T 核融合効率向上の期待について話 表 61 件、ポスター 269 件といった構成であり、
した。下村氏（KEK）は半導体中の不純物とし スケジュールは比較的ゆったりと組まれていた
て重要な役割を占める水素の存在状態をシミュ ように思う。特にポスターセッションは、約
レートするものとして μSR 法が非常に有効であ 130 件ずつ 2 回に分けて、午後の時間をすべて
ることを GaN、ZnO、TiO2 を例にとって示した。 使って行われ、途中からはビールもふるまわれ
NuFact Workshop については、単なる成果報 るといったゆったりした雰囲気の中、興味のも
告会となりつつあったことへの反省もあり、原 てる研究を重点的に発表者自身からじっくり伺
点に立ち返って、具体的に共同作業を行う方向 うことができ大変よかったと思う。後日のミュ
に持っていこうという修正が見られた。委員会 エスアール国際会議での少々慌しいポスター
を作って NuFact06 までにニュートリノファク セッションとは好対照の感がした。
さて今回のトピックスであるが、半導体中
トリー検討計画書（Scoping Study）をまとめる
の水素の電子構造は現在もっともホットな研
ことが決定された。
究テーマであり、今回も多数の発表があった。
特にミュエスアール法により水素原子が ZnO,
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GaN などで浅い準位状態にあることが示され
て以来、特に ZnO についてはすでに 15 以上の
独立な実験結果が出てきている。また GaN に
ついても、浅い孤立水素に由来すると思われる
ラマン信号についての研究や、有限温度での
第 1 原理計算結果など少しずつ従来のシナリ
オの再検討が始まってきているようにも思え
る。この辺りについては細かく書くときりがな
いので、関連する話題として最終日の総括で述
べられた ZnO の浅い準位のアクセプタの形成
と、その電子構造の理解が今後の最々重要課題
であるとのコメントを記するに留める。もはや
ZnO で水素が n 型伝導性の起源であることは
わかった、実用化のためには p 型をいかに確立
するかという問題意識である。
その他の話題として中村氏（カルフォル二ア
大学）の GaN の更なる高輝度化への試み、大
野氏（東北大）の GaMnAs を中心としてスピ
ントロニクスについての基調講演は、その道の
第 1 人者のものだけあってやはり迫力があっ
た。特にスピントロニクスについては室温での
磁性発現が嘱望されているが、まだ道のりは険
しそうである。
個人的には普段あまり交流のない他の分野の
研究者といろいろ議論していただいたことは非
常にためになった。こういったところが監禁状
態（！）におかれる中規模国際会議のよさだと
思う。
次回は 2007 年米国で開催の予定である。

SCES2005 強相関電子系国際会議
日時：2005 年 7 月 26 日〜 7 月 30 日
場所：ウィーン（オーストリア）
首都大学東京理工学系科

青木

勇二

本会議 (The International Conference on Strongly
Correlated Electron Systems) は、f 電 子 お よ び d
電子系等で発現する強相関電子状態の実験的理
論的研究を中心テーマとして毎年開催されてい
る。本年は、ウィーン工科大学の E. Bauer 教授
が Chairman となり、同大で開催された。
初日は夕方から、H.R. Ott、F. Steglich、Z. Fisk、
C.M. Varma の四氏による「ヘビーフェルミオ
ン物理 30 周年」と題された特別セッションで
始まった。Ott 氏による CeAl3 の低温比熱測定
が発端となった重い電子状態の発見から今日の
ホットトピックスにいたる歴史が、中心的役割
を果たしてきた渦中の四氏により振り返えられ
た。Ott 氏の発見を今日初めて知った、という
若い参加者もいるくらいだから、この試みは有
意義であった。Varma 氏は理論の進展について
話したが、私の記憶に残っているのは、
「この
」
「じゃあ、
「ああそうだ。
ボゾンは何もしないのか？」
奴隷みたいなものか？」
「ああそうだ。
」 という議論

から slave boson の名が生まれたというエピソー
ドくらいである。
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
ン一部あり）と約 150 件のポスター講演からな
る。ポスター講演は 2 時間なので、大忙しであっ
たが、飲み放題ビールバーが併設されているの
がうれしい。
本会議から感じ取れる現在のトピックスは、
以下のとおりである。量子臨界点（QCP）近傍
で発現する非フェルミ液体的振る舞いは、これ
までに多くの物質で見出されてきたが、その機
構は複数存在していそうである。従来型（T=0
SDW 転移）とは異なり、フェルミ面の不連続
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な 変 化 を 伴 う 非 従 来 型（Q. Si ら に よ る local
quantum criticality）が YbRh2Si2 を代表例として
大 き く 取 上 げ ら れ て い る。Sr3Ru2O7、URu2Si2
のメタ磁性も、QCP との関連で議論されてい
る（一昔前は、メタ磁性を示す磁場を HM な
どと表記したが、今では同じものが HQCP と表
記されていたりする）
。URu2Si2 の hidden order
（HO）相の秩序変数を解明すべく、これまでに
多くの提案、議論がなされてきたが、SDW を
ベースにしたモデル（現在では否定的）が再度
口頭講演されていたりして、混雑している印象
を受けた。最近の進展として、HO 相と低温の
超伝導相との関係が調べられ始めている。
超伝導分野では、反転対称性を持たない系の
超 伝 導 が 一 つ の ト ピ ッ ク で あ り、 本 会 議 の
Chairman により最近発見された CePt3Si や UIr
がその対象である。理論的には s 波と p 波が同

を大きく引き離している（いつものことだが、
このときに会場に起きる笑いをどう受け止めた
ら良いのか、ちょっと気になる）
。chairman は
さらに報告を続けた。出されたケーキ：6000 個、
コーヒー：5000 杯、水：1500 リットル、ビール：
xxx リットル。
ウィーン市街には、オペラ座、王宮、各種
博物館などが、まるで万国博覧会のように密
集しているので観光には事欠かない（オペラ
が夏休みなのは残念）。これらは会議場から歩
いて行ける距離にあるので便利。町は大きくな
いし、トラムや地下鉄による交通の便が良く
（会議期間中の自由乗車券が参加者に配布され
た）、心地よい滞在を楽しめた（最高で 36℃近
くに達した猛暑を除いては）
。S=klogW が刻ま
れた Boltzmann の墓がある中央墓地も比較的近

い（墓地には案内窓口があり、誰の墓に行きた
時に重なり合ったような超伝導が期待され、前 いのか告げると、コンピュータで検索して場所
者では、それを示唆すると見ることができる を教えてくれるそうである）。
振る舞いが NMR で観測されているのが面白
久しぶりに会う友人とサマータイムを満喫す
い。CeCu2Si2 系の温度 - 圧力相図に、新たな超 べく町に繰り出すのは格別である。豚肉を薄く
伝導相が二つ目のドームの形で現れることが見 たたいてあげたシュニッツェルも美味しい（日
出されたが、従来型の磁気揺らぎとは性質が異 本のカツレツを思い浮かべないことがこつ）。
なる価数揺らぎに起因するものであることが ワインやビールを飲みながら、新しい磁場誘起
三宅らにより主張された。他に、CeCoIn5 にお 超伝導の発見（会議の数日前に Science にアク
ける FFLO 相（磁化、NMR スペクトル異常）
、 セプトされたばかりだそうだ）などのホヤホヤ
PuCoGa5 の 強 結 合 d 波 超 伝 導、PrOs4Sb12 の 多 の話が聞けるのも、また楽しい。
相超伝導の検証、NaxCoO2・yH2O の常伝導相
今後の開催地は、2006 年京都（ICM2006 に
と超伝導相、清水らによる元素金属の超高圧下 取り込まれる形で）
、2007 年ヒューストンの予
超伝導探索などの報告があった。毛色の違うも 定である。
のとして、量子ドットにおける近藤効果、凝
縮原子気体における BEC と BCS のクロスオー
3
バー、グラファイト上の He レイヤーの QCP
が口頭講演として取上げられた。
閉 会 セ ッ シ ョ ン で は、H.v. Löhneysen と
P. Coleman が会議全体をまとめた。それぞれに、
ご自身の視点から見た要点がよくまとめられて
おり、頭の整理に役立った。前者の、冗談を随
所に交えながら話す技術は勉強になる。次は
恒例の chairman からの statistics の報告である。
全参加者は 640 人（前回から 10% 増）
。日本か
らの参加者 240 人は、第二位のドイツ（90 人）

市庁舎での豪華なパーティの雰囲気が伝わる
でしょうか。富山大：光田暁弘さん撮影
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さて会議であるが、三名の London Prize Talk
( He の vortex, 4He の 超 流 動 , High-Tc の STM)
3

によって幕を開けた。
3
恥ずかしながら筆者は不勉強のために、 He
4
と He の超流動に関しては研究がかなりやりつ
くされたとの印象を持っていたが、固体状態や
圧力下の液体状態、さらには BEC 相から BCS
相へのクロスオーバーなどまだまだ新しい物理
が残されている事を教えられた。
残りの口頭発表とポスターセッションでは、
筆者の興味である高温超伝導体と量子スピン系
市中央の寺院を近藤共鳴に見立てた会議のロゴ。
を中心に聴いてまわった。いずれの系も、世界
中で研究が精力的になされているために各物質
に関してはこれまでの実験データの蓄積が非常
に多い。このような事情もあり、個々の物質だ
けではなく各系を横断的に眺めて統一的に解釈
しようとする動きが一層強まっていると感じら
れた。例えば、反強磁性相に超伝導相が隣接す
る高温超伝導体、有機超伝導体、重い電子系で
の超伝導体等の電子相図から共通項を洗い出
LT24 国際会議
し、強相関電子系の本質的な振る舞いを広い視
野で捕らえようとする努力が数多くなされてい
理化学研究所 岩崎先端中間子研究室
鈴木 栄男 ることなどが挙げられる。
これまで以上に、幅広く情報を集めて勉強す
2005 年 8 月 10 日 か ら 17 日 ま で、 低 温 物 る必要性を痛感した次第である。
理 に 関 す る 国 際 会 議 LT24 (24th International
最終日の Closing Ceremony において、次回の
Conference on Low Temperature Physics) が ア メ LT25 は低温物理学発祥の地、Leiden で行われ
リカ合衆国の Orlando, Florida で開催された。
ると発表された。
会場が Hilton in the Walt Disney World Resort で、
今後 3 年間で、どんな break through がある
出張書類に行き先を書くのが少々ためらわれる か楽しみである。
感じもしたが、対象となる分野は超流動・磁性・
超伝導からメゾスコピック系、スピントロニク
ス、ナノ材料、そして低温技術・測定技術まで
と幅広く、また世界 50 カ国以上から参加者が
集まるマンモス会議である。
8 月のフロリダは想像を絶する暑さで ( 少な
くとも東京都心の比ではない )、軽く散歩をす
るだけで汗だくになってしまうほどであった。
その反動なのかホテルの会場の中は冷蔵庫並み
の寒さで、体調を崩した参加者も多かったので
はないだろうか。思いもよらぬ事から、環境問
題についても考えさせられてしまった。
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施設だより

ローシールの検収を行い、KEK に搬入した。
梱包を念入りに行い、KEK テントハウスを
保管場所とした。

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

（KEK 物質構造科学研究所）

1） 建設工事は、予定通り進行しており、ミュ
オンで依頼した、FL 5.8 m のキャスク架台
固定用の埋め込み金具の設置等も終了し、
FL6-10 m にかけて設置する NM トンネルブ
ロック用の建家駆体の設置も順調に施行が
行われ、8 月の段階では、FL10 m までの駆
体のコンクリート打設が完了した。

2） ピローシール、両面 20 台、片面 8 台の工
場検収並びに、ピローシールの遠隔設置用
テストベンチの工場試験を韮崎のミラプロ
（株）で行った。ピローシールのリークレー
トは、対向フランジの研磨に注意した事も
-9
3
あり、10 Pa • m /s を得ることができた。引
き抜く際に傷つかないように自然長をスプ
リングで縮める装置も予測通りの性能を示
した。更に、16 年度発注した 20 台の両側ピ

3） ピローシールを遠隔操作で設置する為に
製作しているテストベンチの設計製作を推
し進めている。テストベンチの試験を行う
為には揚程が 10 m 以上ある試験場所が必要
である。KEK-PF の河田教授のご好意で、数ヶ
月だけ、KEK-AR 北棟を借用する事が可能
となった。耐加重を考慮して、敷板、架台
を設計し、敷板、架台を KEK-AR 北棟に設
置する事ができた。それに引き続き、テス
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トベンチも KEK-AR 北棟に搬入し、2 日が
かりで設置した。

高エネ機構・物構研・ミュオン科学研究
施設の現状（平成 17 年 8 月）
西山

樟生

（KEK 物質構造科学研究所）
０．はじめに
「めそん 21」から今日まで、即ち平成 17 年 3
月から平成 17 年 8 月までの間におこった KEKIMSS-MSL の主な出来事を簡潔に記す。

4） 今年度の国際調達案件である M2 ライン電
磁石は、トーキンが落札した。5 月 24 日キッ
クオフ会議を行った。
5） 今年度の国際調達案件であるミュオン標
的チャンバーは、日立ハイテクノロジーズ
（日立エンジニアリング）が落札した。5 月
30 日にキックオフ会議を行った。チャンバー
板厚等の最適化の計算等を 7 月中には終了
し、モニター、標的部、コリメータ部遠隔
操作部などの取り合い条件の整理を 8 月ま
でには終了させる予定。
6） 電磁石を遠隔操作で設置する為のガイド
シールドの設計を急ピッチで進めている。
昨今、鉄の値段が更に高騰しているだけで
なく、入手も困難になりつつあり、圧延材
の納期が最重要課題であることが判明した。
取り急ぎ、5/6 に座板の入札公告、5/31（火）
に改札した。ガイド機構に関しても、5/23
に国際調達の意見招請公告、7/14 に電磁石
ガイドの入札説明会を行った。5 社が集った。
入札締め切りは、8/15。改札は、8/29 である。

1．人事、構成員
・ 永嶺名誉教授が高エ研を 17 年 3 月 31 日で定
年退職された。
・ 幸田章宏氏が 17 年 4 月 1 日より助手に着任
された。
・ 機関研究員大石一城氏が原研に、機関研究員
S.R.Saha 氏が McMaster 大 ( カナダ ) に移られた。
・ 現在のミュオン科学研究施設の構成メンバーは、
教員 : 西山樟生、門野良典、三宅康博、下村浩一郎、
河村成肇、Patrick Strasser、幸田章宏
技術職員 : 牧村俊助、福地光一
事務職員 : 塩坂裕子、市村規子、坂井麻貴子
機関研究員：池戸豊 院生 : 今尾浩士、佐藤宏樹
２．共同利用実験の現状
平成 16 年度後期の共同利用実験は、平成 17
年 3 月 31 日まで行われた。
平成 17 年度前期の共同利用は順調に進行して
おり、ミューポート及びパイポートにおいて
平成 17 年 8 月までに 10 機関 16 課題の実験が
行われた。平成 17 年度前期の課題申請につい
ては 23 件申請があり 2 月 28 日 ( 月 ) の PAC で
23 件採択された。平成 17 年後期の課題申請
は 9 月 9 日 ( 金 ) 締め切りで 10 月 4 日 ( 火 ) の
PAC で決定される予定。
ブースターシンクロトロンを用いたミュオン
共同利用実験及び中性子共同利用実験は平成
17 年度末まで行われる予定である。
３．MuSAC
第 3 回ミュオン科学実験検討委員会が 2 月 25
〜 26 日に J-M.Poutissou (TRIUMF) を委員長と
して開催され、J-PARC Muon Facility での実験
提案、コアユーザー問題提起などが議論された。
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J-PARC に お け る ミ ュ オ ン 科 学 実 験 の 提 案
（LoI）の募集がなされている。

I05-07

永嶺 謙忠（物構研）
：熱ミュオニウム生成実験
I05-08
西山 樟生（物構研）
：超プロトン伝導体中のミュオン拡散
S05-01
小池 洋二（東北大）
：La 系高温超伝導体のオーバードープ領域
における不純物効果
S05-02
新井 重一郎 （東京理科大）
：La-214 系高温超電導体におけるスピン密
度波と A サイト乱れの関係
S05-03
D.E.MacLaughlin（UCR）
： Muon Spin Relaxation and Time Reversal
Symmetry Breaking in Pr(Os,Ru)4Sb12 Alloys

４．μSR 国際会議
Oxford で 8 月 8 〜 12 日に開催された。日本人
参加者は 28 名 (KEK からは 6 名 ) であった。サ
テライトとしてパルスミュオンのワークショップ
が 12 〜 13 日に行われた。3 年後の次回は日本で
開催予定となった。http://musr05.physics.ox.ac.uk/
５．国際協力
トライアムフ研究所に於いては、高時間分解
能を必要とする種々の物性 μSR 実験が行われ
た。理研 RAL 施設では、KEK- 理研共同研究チー
ムによるレーザー共鳴イオン化法による超低速
S05-04
ミュオン生成実験を行っている。
鄭 旭光（佐賀大）
KEK ミュオン施設が休止し、J-PARC のビーム
：新磁性物質 M2Cl(OH)3(M=Co,Ni,Fe) の μSR
ラインが可能になるまでの間、日本のミュオン S05-05
川崎 祐（徳島大）
ユーザーは海外のミュオン施設を利用していく予
：A サ イ ト 秩 序 型 マ ン ガ ン 酸 化 物
RBaMn2O6(R=La and Y) の μSR による研究
定である。PSI 研究所の μSR グループとの協力関
係を結ぶ覚書きが調印され 5 月 17 日に発効した。 S05-06
上原 政智（横国大）
：(Mg, Zn)CNi3 の磁性
S05-07
青木 勇二（都立大）

ミュオン共同利用実験採択課題
（平成 17 年度前期）
A05-01
髭本 亘（原研）
：256 チャンネルマルチアノード光電子増倍
管を用いた μSR 用カウンターの開発
I05-01
大石 一城（物構研）
：電子ドープ型高温超伝導体の磁気相図
I05-02
大石 一城（物構研）
：高温超伝導体における電荷スピン秩序およ
び超伝導特性への格子効果
I05-03
幸田 章宏（物構研）
：カーボンナノチューブに吸着した酸素の磁性
I05-04
下村 浩一郎（物構研）
：GaSb における浅いアクセプターとしての
ミュオニウムの探索
I05-05
下村 浩一郎（物構研）
：SrTiO3 における浅いミュオニウムの探索
I05-06
永嶺 謙忠（物構研）
：低温水素プラズマを用いた低エネルギー
ミュオニウムのイオン化実験

：充填スクッテルダイトで見出された異常な
重い電子状態の磁性
S05-08
髭本 亘（原研）
：UGa3 の異常な磁気秩序状態のミュオンナ
イトシフト測定による研究
S05-09
藤井 裕（福井大）
：単分子磁性体 MnCu クラスターの低温磁性
S05-10
新井 重一郎（東京理科大）
：イジングスピン三角格子反強磁性 Ca3Co2O6
における新たな相の μSR による研究
S05-11
秋光 純（青学大）
：軌道秩序を伴った新しいスピンパイエルス
系 TiOBr における不純物置換効果
S05-12
久保 謙哉（国際基督教大）
：ミュオン X 線を利用した物体内部選択的
非破壊元素分析法の開発
S05-13
篠原 厚（阪大）
：ミュオン原子の化学反応実験のための基礎
研究 (2)
S05-14
田中 宏幸（UCR）
：周期ナノ構造を持ったメソポーラスシリカ
からのサーマル Mu 発生
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理研 RAL 支所
および理研岩崎先端中間子研究室 報告
松崎

禎市郎、岩崎

雅彦

（理化学研究所）

のため冷却水温度が上昇し、昼間は加速器が運
転できなくなるということを数日間経験した。
４．理研 -RAL ミュオン実験施設では以下のよ
うに第 20 回実験課題募集を行います。多くの
方々からの実験課題の応募をお待ちいたします。

1．英国 Rutherford Appleton 研究所の ISIS 陽子
加速器施設に建設した理研 -RAL ミュオン施設
では、以下のミュオン実験が進んでいる。
実験ポート 1：固体トリチウム中のミュオン触媒
t-t 核融合、オルソ＝パラ状態を制御した重
水素ガスによるミュオン触媒 d-t 核融合研究
実験ポート 2：ミュオンをプローブとしたミュ
オン物性研究
実験ポート 3：固体水素中におけるミュオン水
素原子からイオン注入された原子核への
ミュオン移行過程に伴うミュオン原子 X
線測定研究
実験ポート 4：ミュオニウムのレーザー乖離に
よる超低速正ミュオンビーム発生研究

◎実験課題申請書提出：
締め切り 2005 年 10 月 11 日（火）（必着）
宛先 〒 351-0198 埼玉県和光市広沢 2-1
理化学研究所 岩崎先端中間子研究室 岩崎雅彦
電話 048-467-9352（直通）
◎理研 -RAL 実験課題審査会 (PAC)：
日時： 2005 年 10 月 27 日（木）、28 日 ( 金 )
場所： 理化学研究所和光本所
◎実験課題申請書様式：
実験課題申請書様式は以下からダウンロードで
きます。http://riken.nd.rl.ac.uk/ral/ral_form.html
実験課題申請書は英語で書いて下さい。

５．2005 年 9 月以降のビ−ムタイム予定は以下
２．第 19 回理研 -RAL ミュオン施設実験課題 の通りです。
採択委員会が 2005 年 6 月 3 日に開催された。 サイクル 2005/2：2005 年 9 月 14 日− 10 月 20 日
（36.6 日）
ミュオン触媒核融合研究課題 2 件、ミュオン移
行過程に伴うミュオン原子 X 線測定研究課題 1 サイクル 2005/3：2005 年 11 月 2 日− 12 月 15 日
（43.6 日）
件、超低速正ミュオン発生研究課題 1 件、ミュ
サイクル 2005/4：2006 年 2 月 1 日− 3 月 9 日
オン物性研究課題 9 件が審議された。
（36.6 日）
３．ISIS 陽子加速器施設では、4 月 13 日から サイクル 2005/5：2006 年 3 月 22 日− 4 月 27 日
（36.6 日）
ビ−ムタイムサイクル（2004/3）が実施された。
このサイクル（36 日間）では、ミュオン触媒核
融合実験 1 課題、ミュオン移行過程に伴うミュ ６. 理 研 -RAL 支 所 ミ ュ オ ン 施 設 で は「 理 研
「理
オン原子 X 線測定研究 1 課題、ミュオン物性実 -RAL 支所だより No.7」を刊行しました。
験 5 課題、超低速ミュオン発生実験 1 課題、イ 研 -RAL 支所だより」は、理研 -RAL ミュオン
ギリス側ミュオン物性実験 2 課題が行われた。 施設の概略、実施されたミュオン実験研究の概
また、6 月 8 日からビ−ムタイムサイクル 要、国内外の学会発表記録、実験課題申請方法、
（2005/1）が行われた。このサイクル（46 日間） 施設利用方法、実験実施記録、訪問者リスト、
では、ミュオン移行過程に伴うミュオン原子 X 実験課題リスト等をまとめたものです。
線測定研究 1 課題、ミュオン物性実験 9 課題、 「理研 -RAL 支所だより」は、中間子科学連絡会
超低速ミュオン発生実験 1 課題、イギリス側 会員の方々には配布させていただきましたが、
ミュオン物性実験 3 課題が実施された。このサ もし、お受け取りになってない方がいましたら、
イクルでは、英国の異常気象による外気温上昇 上記の連絡先までご請求ください。
以上
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第 20 回 理研 -RAL
ミュオン実験施設プロポーザル募集
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を以下のように募集い
たします。
また、理研 -RAL 実験課題審査会 (PAC) は、以
下の日程で行います。
この課題審査会で採択された実験課題は原則
として 2005 年 11 月 2 日から始まるサイクル
2005/3 以降に割り当てられることになります。
皆様からの多くの実験提案をお待ちしています。
理研 -RAL 実験課題審査会 委員長
理研 -RAL ミュオン施設 支所長

岩崎 雅彦
松崎禎市郎

松崎禎市郎 matsuzak@riken.jp

048-467-9353

石田

勝彦 ishida@riken.jp

048-467-9353

渡邊

功雄 nabedon@riken.jp

048-462-4474

松田

恭幸 matsuday@riken.jp

048-462-4474

板橋

健太 itahashi@riken.jp

048-467-9354

大平

聖子 ohira@riken.jp

048-467-9355

鈴木

栄男 suzuki_takao@riken.jp 048-462-4474

D） 実験課題と同じ専門の実験審査員がいる
とは限りません。
実験目的とその重要性を専門家でなくとも理解
できるよう明快にお書き下さい。
限られたスペー
スに詳細を書き過ぎると、審査員に意図が伝わ
らない可能性があります。詳細説明が必要な場
合には、別途自由書式で説明を追加できます。
以上

1) プロポーザル提出
締め切り 2005 年 10 月 11 日 ( 火 ) ( 必着 )
宛先 〒 351-0198 埼玉県和光市広沢 2-1
理化学研究所
日本原子力研究所
岩崎先端中間子研究室 岩崎 雅彦 先端基礎研究センター 報告
2) PAC
日時： 2005 年 10 月 27 日 ( 木 )、28 日（金）
R.H. Heffner、髭本亘
場所： 理化学研究所和光本所
（日本原子力研究所）
注意事項
A) 実験プロポーザルの様式はホームページか
らダウンロードできます。
ホームページアドレスは以下の通りです。
http://riken.nd.rl.ac.uk/ral/ral_form.html
プロポーザルは英語でお書き下さい。
B) PAC 委員に資料を配付する関係上、締め切
りは厳守して下さい。
C) 加速器実験は必ずしも予定通りに遂行でき
るとは限りません。
必要な実験装置や実験環境を準備し、実験を効
率良く円滑に遂行するために、最低でも一人の
理研研究者が実験を十分に理解することが重要
です。その意味で、実験提案の段階から、先端
中間子研究室内の研究者と十分に打ち合わせる
よう、ご理解とご協力をお願いします。
現在の先端中間子研究室で対応が可能なの
は、以下の研究者です。

先端基礎研究センターでは 4 月 1 日から正式
に「アクチノイド μSR 研究グループ」が発足し、
活動を開始した。グループ員としてはグループ
リーダー R.H. Heffner、サブリーダー髭本亘、博
士研究員大石一城、特別研究員伊藤孝である。
主たる活動としては 4f、5f 電子系を中心とした
電子物性、特に磁性と超伝導の研究であり、現
在は Pu 化合物の μSR による研究等が進行して
いる。また J-PARC ミュオン実験施設において
の研究を展開する予定であり、装置の検討を進
めている。
日本原子力研究所は 10 月 1 日から核燃料サ
イクル研究機構と統合し、新たに「独立行政法
人日本原子力研究開発機構」が発足する予定で
ある。理事長となるべきものとしては殿塚猷一
核燃料サイクル機構理事長が任命された。先端
研内でも組織の再編成が行われる予定である。
以上
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「LoI 公募について」
2005 年 8 月 1 日付けで、永宮 J-PARC プロジェクトディレクターより J-PARC ミュオン施設の
Letter of Intent (LoI) 公募が出されました。これは、来る J-PARC ミュオン施設において遂行され
る実験のための装置の設置、あるいは新しい実験装置のアイデアなどを募るものです。提出され
た LoI は、来年初頭の MuSAC において内容を審査され、2006 年 4 月ごろに MuSAC より勧告が
なされる予定です。
提出締切りは 2005 年 12 月末で、永宮ディレクター宛に提出してください。LoI の内容などに
関する質問は KEK ミュオン施設の西山主幹までお願いします。

Aug. 1st. 2005
Call for Letter of Intent for Muon Science Experiments at the Muon Facility in the
Materials and Life Science Facility at J-PARC
JAERI-KEK Joint Project on High Intensity
Proton Accelerators (J-PARC) is now in the 5th year
of the construction period. The civil engineering
including that for the Materials and Life Science
Facility (MLF) building is currently in progress.
According to the current construction schedule, it
is expected that, if the proposed budget is funded
smoothly, the first beam from this facility will be
available in 2008. The muon construction team
is now experiencing extremely busy period to
complete design and development work for the
primary proton beamline components to be installed
to the Muon Facility in the MLF building. Although
it is still three years before the scheduled first beam,
the Project Team would like to call for the Letters of
Intent, based on the recommendation of the Muon
Science Advisory Committee (MuSAC), on the
muon experiments requiring major instrumental
installation at the MLF-Muon Facility. Applications
from all over the world are welcome.
Scope of the J-PARC Muon Project
The “Phase 1” (approved portion) of the accelerator
complex in this project consists of a linac (200 MeV
in 2008 and 400 MeV at a later stage) followed by

a 3 GeV PS and a 50 GeV PS. The 3 GeV proton
beam will be delivered to both muon and neutron
production targets in a successive manner so that
both muon and neutron beams are available at the
same time. The Phase 1 budget includes components
associated with the primary proton beamline
and not the secondary beamlines. The MuSAC
suggested the re-usage of available components
currently used at KEK-MSL (superconducting
solenoid, channel magnets, shielding blocks, etc.)
after refurbishment, so that at least one secondary
muon beamline is available at the first proton beam
delivery. In subsequent years, the budget request for
the completion of the secondary muon beamlines
(Phase 2) is planned. Details of the entire floor plan
are shown in Attachment 1.
Purpose of LoI
We would like to call for LoI’s at this time for the
following purposes.
1. The current budget covers the completion of
primary proton beamline and one muon production
target. It does not cover the construction of
secondary muon beam lines nor infrastructures
necessary for experiments (spectrometers, sample
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environments, etc.). Although the entire Muon
Facility consists of a muon production target
and four muon extraction channels, the current
budget covers the target and a limited part of the
channel magnets. In order to make the Day-1
muon experiment possible, the KEK-MSL group
plans to ship the superconducting solenoid
channel that is currently used at the KEK-MSL
with an appropriate refurbishment. The present
plan created in this way is shown in Attachment
1 of this document. Although the project team is
making an initial design of the beam channels,
the final design of these beam channels must
be made to satisfy actual experiments at this
facility. Initiating the evaluation of anticipated
experiments is the prime purpose of this call for
LoI’s.
2. The present plan in the Phase 2 program is to
install the secondary muon beamlines, where 4
surface muon channels, 2 decay muon channels,
and 1 slow muon channel are planned. Budget
for Phase 2 does not include the Instrument to be
installed at experimental port. Considering this
situation, the MuSAC recommended to seek the
possibility for users to bring their own beamline
and/or equipment(s), called the “Core Users
Program”. The Core Users, who bring their own
beamline and/or equipment(s), will be allowed to
“occupy” the beamline for a significant fraction
of beam time, although the details of the rule are
still under discussion. Those who are interested in
having such a beamline and/or equipment(s) are
encouraged to submit the LoI’s to describe their
plan. Upon receipt of all LoI’s of experiments
and beamlines at the Muon Facility, the MuSAC
will discuss how the proposed installation can
be reconciled/optimized with the current Phase 2
program.
3. At this point, we also anticipate receiving new
ideas and new proposals for those experiments
that require immediate action(s) related to the
design of the secondary muon production target
and associated beamlines. We call these programs

the Phase 3/4 projects of the facility. Although we
cannot foresee any budget for these experiments
at this moment, it is useful and important to learn
about their scientific merits. The most important
point for these proposals is to identify the place(s)
where we must make arrangement immediately
during the Phase 1 construction period.
Needed information in LoI
The length of the LoI need not be long, the
document must be written in English. Also, the
following items must be included in the document.
1.General: Name of the proposal, collaborating
institutions and names of members, spokesperson(s)
if already known and/or contact person.
2.Scientific goal(s) and merits of proposal, summary
on the specification of proposed beamline and/or
experimental equipment(s), urgency, expected
manpower situation, etc. A draft drawing of the
important hardware must be attached.
3.Request of beamline and leg if applicable,
specification of experimental equipment, desired
changes and extension of the muon facility.
4.Requested beam intensity and beam properties.
5.Estimated cost for the hardware installation, beam
line changes and later operation cost for running
experiment.
6.Yearly plan for the installation of hardware, tests
and experimental running
7.Plan for obtaining funding within the
collaboration.
8.Request for the fraction of occupation (β percent)
and for the period of occupation for the beam
exit (α years)
Other information
1. Deadline: December 31, 2005
2. LoI must be sent to:
Professor S. Nagamiya
Director, Project Office of High Intensity Proton
Accelerators,
KEK, 1-1 Oho
Tsukuba-shi, Ibaraki-ken, 305-0801, Japan
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3. Consultation and/or information on LoI:
Professor K. Nishiyama
KEK, 1-1 Oho
Tsukuba-shi, , Ibaraki-ken, 305-0801, Japan
E-mail: kusuo.nishiyama@kek.jp
Fax: +81 298 64 5623

4. Process after receiving LoI’s
The Muon Science Advisory Committee will
evaluate LoI’s and other issues related to Muon
Facility of the Materials and Life Science Facility.
Based on the recommendations by the MuSAC,
the response to each LoI will be made by April,
2006.

Attachment

Fig. 1 layout of MLF building

Superconducting solenoid (red) and secondary beam
channel magnets (blue) will be transported from KEK-MSL
(a) Superconducting Solenoid channel for general purpose
(b) Surface muon channels
(c) Slow muon channel
(d) Decay muon channel
Fig2. Arrangement of the present plan
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International workshop on Muon Scientific Instruments(MSI-05)

2005 年 3 月 2 日から 3 日間、KEK 3 号館セミナーホールにおいて KEK 永嶺謙忠教授（当時、
現 UCR）を議長として表記のワークショップが開催された。副題「最先端ミュオンビームと新
しい加速器」が示すように、低エネルギーミュオン科学と高エネルギー素粒子物理およびポジト
ロンなど他の粒子ビーム科学との間の橋渡しをして、相互の知見を交換し、新しい発展を目指す
ことを目標として活発な議論がかわされた。会期中、大雪に見舞われるなど悪天候の中、ワーク
ショップは 8 ヶ国から計 58 人を集め、39 件にのぼる口頭発表が行われた。
この会議では、1) 高強度加速器とミュオン施設 ; 2) 最先端ミュオンビーム生成―大立体角パイ・
ミュ捕獲 ; 3) 最先端ミュオンビーム生成―ミュオン冷却とバンチ化 ; 4) 最近の小型加速器開発 ; 5)
ポジトロン・反陽子など他の粒子でのトピックス ; 6) 最先端ミュオンビームを必要とする科学―
ミュエスアール物性、ミュオン核融合、ラジオグラフィーといった極めて広い領域を網羅してい
るものであった。全貌を詳細に紹介するのは困難であるため、プログラムを掲載することでそれ
に代えることとする。

March 2 (Wednesday)
0. Introductory (9:00~9:20)
0-1

Greetings

0-2

Role of MSI-05

I. High Intensity Accelerator and Muon Opportunities
    

A. Koma, Director
IMSS-KEK
K. Nagamine
(KEK/UCR)
Chair: K. Nishiyama



I-1

Overview of the J-PARC Project

S. Nagamiya
(KEK/JAERI)

I-2

Status of the J-PARC Muon Science Facility

Y. Miyake (KEK)

I-4

Present and Future of the existing MW Facility at PSI

I-5

Present and future muon based programs at TRIUMF
Large Acceptance and high Extinction Pion/Muon Beamline for the MECO
Experiment at BNL

C. Petitjean (PSI)
J.M. Poutissou
(TRIUMF)

II-1

II. Advanced Muon Beam Generation (I)
  

Y.S. Semertzidis (BNL)
Chair: Y. Kuno (Osaka)



I-3

European Plans for Hadron Accelerators

K. Jüngman
(Groningen)

II-2

Pion Capture for PRISM

K. Yoshimura (KEK)

II-3

PRISM Cooling

M. Aoki (Osaka)

II-4

Recent progress at Dai Omega muon channel

H. Miyadera (UT/KEK)

II-5

Super Omega

K. Shimomura (KEK)

II-6

High-density target for intense muon production in a deep underground
accelerator facility

H. Takahashi (BNL)

II-7

Muon RF Bunching and Acceleration

A. Jason (LANL)
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March 3 (Thursday)
III. Advanced Muon Beam Generation (II)
     

Chair: A.P. Mills Jr.



III-1 Muons with keV energies at PSI: scientific results and prospects
III-2 Frictional Cooling
III-3 A new high-intensity, low-momentum muon beam at PSI
III-4 Generation of slow muons by laser ionization of muonium
III-5 Muon Ionization Cooling: Principles, Status and Prospects

IV. Recent Compact Accelerator Developments: (13:30~15:00)

E. Morenzoni (PSI)
A. Caldwell
(MPI-München)
T. Prokscha (PSI)
P. Bakule, Y. Matsuda
(RIKEN)
D.V. Neuffer (FNL)
Chair: K. Nagamine
(KEK/UCR)

IV-1

Present Status of FFAG Development

Y. Mori (KEK)

IV-2

Compact Lepton Accelerator

A. Enomoto (KEK)

IV-3

Development of Laser-Assisted Intense Plasma Ion-Source

M. Okamura (RIKEN)
Chair: S.N. Nakamura
(Tohoku)

V. Topics on Other Particle Beam (15:20~17:20)
V-1

Intense Positron Beam for Bose-Einstein Condensation

V-2
V-3

Positron manipulation for antihydrogen formation
Accumulation of a Large Number of Antiprotons and Positrons toward SpinPolarized Antihydrogen Synthesis

V-4

Muons from Antiprotons

A.P. Mills Jr. (UCR)
D.P. van der Werf
(Swansea)
Y. Yamazaki (UT/RIKEN)
A. Jason (LANL)

March 4 (Friday)
VI. Need of Advanced Muon Beam (I): (9:00~12:15)

Chair: A. Koma (KEK)

VI-1

Pulsed muSR: next-generation experiments

D.E. MacLaughlin (UCR)

VI-2

Muon spin relaxation studies in high magnetic field and high pressure

Y.J. Uemura (Comlubia)

VI-3

High Time Resolution MuSR at J-PARC

R. Kadono (KEK)

VI-4

MuSR Condensed Matter

W. Higemoto (JAERI)

VI-5

High Precision Muon Spin Relaxation Studies on High-Tc Superconductors

T. Adachi (Tohoku)
Chair: D.E. MacLaughlin
(UCR)

VI-6

Developing new techniques for pulsed muon beams at the ISIS source

S. Cottrell (RAL)

VI-7

MuSR Chemistry

K. Ghandi (TRIUMF)
Chair: M. Iwasaki
(RIKEN)

VII. Need of Advanced Muon Beam (II): (13:15~16:20)
VII-1a Muon Catalyzed Fusion Experiment with High-Intensity Pulsed Muon Beams
An in-situ tritium gas-handling system for muon catalyzed fusion research at
VII-1b the RIKEN-RAL Muon Facility
VII-2 Recent results and program of MuCF - research in Russia
VII-3a Muon Catalyzed Fusion in Condensed Matter
Study of ortho-para effects on muonic-atomic and monic-molecular processes
VII-3b in dd-MuCF

K. Ishida (RIKEN)
T. Matsuzaki (RIKEN)
Ponomarev
(Kurchatov/MUCATEX)
N. Kawamura (KEK)
H. Imao (UT/KEK)

VII-4 Radioactive Muonic Atom

P. Strasser (KEK)

VII-5 Muon Radiography

H. Tanaka (UCR/KEK)
K. Nagamine
(KEK/UCR)

VII-6 New Radiography Studies with Accelerator Muons

VIII. Conclusion: (16:20~16:30)
VIII-1 Concluding Remarks

A.P. Mills Jr. (UCR)
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関連する研究の学会発表
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PSR ߦࠃࠆE·-(BEDT-TTF)(TCNQ)ߩ⏛ᕈ⎇ⓥ

Precise μSR study of the Cu-spin dynamics in the ground
state of Pr0.86LaCe0.14Cu1-y(Zn,Ni)yO4

東北大工
理研 A

ၯ₹ᄢℂ, ේ⎇వ┵⎇ A
⮮↰ᣣᶏ, ⮮৻ᒾ, ⮮੫, ⼱ญᒄਃ, 㜯ᧄਗ਼ A
Study of magnetism of E·-(BEDT-TTF)(TCNQ) by PSR
Saitama Univ., JAERIA
H. Fujita, K. Satoh, R. Satoh, H. Taniguchi and W. HigemotoA

リスディアナ、足立匡、小池洋二
鈴木栄男 A、蜂谷健一 A、渡邊功雄 A

Department of Applied Physics, Tohoku University

Risdiana, T. Adachi, Y. Koike

Advanced Meson Science Laboratory, RIKENA

T. SuzukiA , K. HachitaniA , I. WatanabeA

The study of the Cu-spin dynamics in the electron-doped high-Tc cuprates has

E·-(BEDT-TTF)(TCNQ)ߪ 2 ᰴర BEDT-TTF વዉ㕙ߣ 1 ᰴర TCNQ વዉ㎮
߇ߦⓍጀߒߚ⚿᥏᭴ㅧࠍߔࠆᯏዉߢࠅޔ330 K ߢ㊄ዻ⛘✼ォ
⒖ࠍ␜ߔ ߩߎޕBEDT-TTF ጀߣ TCNQ ጀߪߘࠇߙࠇ 20 K ઃㄭߣ 3 K ઃㄭ
ߢߦޘᒝ⏛ᕈォ⒖ࠍߔࠆޕ࿁ᚒߪޘᏱߦ߅ߡߎߩᓸⷞ⊛ߥ⏛ᕈࠍ
⺞ߴࠆߚߦ KEK-MSL ߩSA ࡐ࠻ߦ߅ߡޔቶ᷷߆ࠄ 2 K ߩ㑆ߢ㔖⏛႐
PSR ታ㛎ࠍⴕߞߚޕ
ౖဳ⊛ߥฦ᷷ᐲ㗔ၞ(2.3 K,7 K,40 K)ߢߩPSR ࠬࡍࠢ࠻࡞ࠍ࿑㧝ߦ␜ߔޕᏱ⏛
ᕈ⁁ᘒߦ߅ߌࠆPSR ࠬࡍࠢ࠻࡞ߪਭ-㠽⼱ㇱ㑐ᢙߢࡈࠖ࠶࠹ࠖࡦࠣߐࠇޔᩭ
ࠬࡇࡦߦࠃࠆౝ႐ߦࠃࠆ✭ߢ⺑ߢ߈ࠆޕBEDT-TTF ߩࡀ࡞ὐ(20 K)એ
ਅߢߪᒝ⏛ᕈߩᓇ㗀ߪ㕖Ᏹߦᒙߊ✭ߦ߆ߕࠊޔ߇ㅦߊߥߞߡࠆߩߺߢ
ࠆޕTCNQ ߩࡀ࡞ὐ(3 K)એਅߢߪࠬࡍࠢ࠻࡞ߪ⊛ߦᄌൻߒޔ⏕ߥࡒ
ࡘࠝࡦࠬࡇࡦߩ࿁ォାภࠍ᷹ⷰߒߚߪࠇߎޕᒝ⏛ᕈ⒎ᐨߦࠃࠆ㕒⊛ߥౝㇱ
⏛႐ߩ⊒↢ࠍ␜ߒߡࠆߩߎޕPSR ࠬࡍࠢ࠻࡞ߪ࿁ォᚑಽߣ✭ᚑಽߩߢ
ࡈࠖ࠶࠹ࠖࡦࠣߐࠇߚޕ࿁ォᵄᢙߪౝㇱ⏛႐ߩᄢ߈ߐߦᲧߒߩߘޔ᷷ᐲ
ଐሽᕈࠍ࿑㧞ߦ␜ߔޕ
ᒰᣣߪࠃࠅ⚦ߥ⸃ᨆ⚿ᨐࠍ⚫ߔࠆޕ


attracted great interest in relation to the mechanism of the superconductivity. In our
previous SR measurements, we have investigated the Zn- and Ni-substitution effects
on the Cu-spin dynamics in Pr0.86LaCe0.14Cu1-y (Zn,Ni)y O4+α−δ with y = 0, 0.01, 0.02, 0.05
and various δ values at temperatures down to 2 K [1] and found that the spectra in the
short time region are not so dependent on the impurity concentration for the moderately
oxygen-reduced samples of 0.01≦δ≦0.09. One
possible reason is that
Pr0.86LaCe0.14CuO4 is situated in the overdoped regime and Cu spins fluctuate so fast
that the measured lowest temperature of 2 K is too high to detect the slowing down of
the Cu-spin fluctuations . Therefore, precise zero-field (ZF) SR measurements at low
temperatures down to 0.3 K have been performed at the RIKEN-RAL Muon Facility at
the Rutherford-Appleton Laboratory in the UK .
Pr0.86LaCe0.14Cu1-y(Zn,Ni)yO4+α−δ
Figure 1 shows the typical ZF- SR time
1.0
y(Zn)=0.02
spectra of Pr0.86LaCe0.14Cu1-y (Zn,Ni)y O4+α−δ
with y = 0.02 at low temperatures down to 0.3
K.

For

the

Zn-substituted

sample,

an

exponential-like depolarization of muon spins
due to the static random magnetism of Pr3+
moments [2] does not change
with
decreasing temperature down to 0.3 K. For
the Ni-substituted sample, on the other hand,
the muon-spin depolarization becomes fast
with decreasing temperature, indicating
slowing down of the Cu-spin fluctuations.
These results are very different from those of

Normalized Asymmetry



the hole -doped high-Tc cuprates. The reason
is to be discussed.
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࿑ 1 ฦ᷷ᐲߢߩPSR ࠬࡍࠢ࠻࡞    ࿑ 2 ࿁ォᵄᢙߩ᷷ᐲଐሽᕈ

[1] Risdiana et al., Physica C (in press).

Fig. 1. ZF- SR time spectra of

[2] R. Kadono et al., J. Phys. Soc. Jpn., 72, 2955 (2003).

Pr0.86LaCe0.14Cu1-y (Zn,Ni)y O4+α−δ

[3] T. Adachi et al., Phys. Rev. B 70, 060504(R), (2004).

with y = 0.02.
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ミュオンナイトシフト測定による PrOs4Sb12 の La 置換効果の研究
原研先端研 A、東工大理 B、首都大理工 C、高エネ機構物構研 D、徳島大理 E
髭本亘 A、青木勇二 C、大石一城 A、伊藤孝 A、B、R.H.HeffnerA、幸田章宏 D、門野良典 D、
菊池大輔 C、菅原仁 E、佐藤英行 C

Effect of La substitution for PrOs4Sb12 probed by muon Knight shift
JAERI-ASRCA, Tokyo Inst. TechB, Tokyo Metro. UnivC,

KEK-MSLD, Tokushima Univ.E

W.HigemotoA、Y.AokiC、K.OhishiA、T.ItoA、B、R.H.HeffnerA、A.KodaD、R.KadonoD、
D.KikuchiC、H.SugawaraE and H.SatoC

充填スクッテルダイト構造を持つ PrOs4Sb12 は、重い電子が特異
な超伝導状態を示すことが見出され、注目されている。これまでに
我々の行ったμSR 実験では、超伝導状態において微弱な内場が出現
することを見出すと共に、ミュオンナイトシフトが超伝導状態にお
いて変化しないことを観測している。これらの結果から PrOs4Sb12
は時間反転対称性の破れたスピン 3 重項超伝導状態にあるものと考
えられる。
一方 f 電子のない LaOs4Sb12 は通常型の超伝導を示し、さらに置
換系である Pr1-xLaxOs4Sb12 では La 濃度 x の増加に伴い徐々に Tc
が減少することが知られている。この変化、即ち時間反転対称性の
破れたスピン三重項超伝導状態から通常型へとどのように移り変わ
るのかは PrOs4Sb12 の特異な超伝導への f 電子の役割を知る上で重
要である。我々はこれまでに時間反転対称性の破れの観点から La 置
換効果を調べ、その結果 La 濃度の上昇に伴い時間反転対称性の破れ
た超伝導に伴う内部磁場によるミュオンスピン緩和が徐々に小さく
なることを見出している[1]。
今回我々はミュオンナイトシフト測定から電子対対称性への La
置換の効果を調べることを計画しており、講演ではその結果を報告
する予定である。
[1]綱島ら：日本物理学会 60 回年次大会

25aPS-42

– 38 –

.


PSR ᴺߦࠃࠆࡄࠗࡠࠢࡠࠕ㉄ൻ‛વዉ
AOs2O6 (A=K, Rb, Cs)ߩ⇣ᣇ⊛Ḱ☸ሶബߩ⎇ⓥ II
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ᚒߪࡊ࡞ࠣߩޘEဳࡄࠗࡠࠢࡠࠕ㉄ൻ‛વዉ AOs2O6 (A=K, Rb, Cs)
ߦ߅ߌࠆવዉ⁁ᘒߦߟߡPSR ᴺߦࠃࠅࠄ߆ߦߔࠆߴߊታ㛎ࠍ߅ߎߥߞ
ߡࠆޕ೨࿁ޔᤐߩᐕળߦ߅ߡߪ᷹ቯ᷷ᐲ T=2.6K ߢߩ RbOs2O6 ߅ࠃ᷹߮
ቯ᷷ᐲ T=0.1K ߢߩ CsOs2O6 ߘࠇߙࠇߩࠬࡇࡦᮮ✭₸ߩ⏛႐ଐሽᕈߦߟ
ߡႎ๔ߒ ߦߊߣޔCsOs2O6 ߢߪ⏛႐ଐሽᕈߩࡈࠖ࠶࠹ࠖࡦࠣ⚿ᨐ߆ࠄ⏛႐ଚ
㐳߇߶߷⏛႐ߦࠃࠄߕ৻ቯߢࠆน⢻ᕈࠍᜰ៰ߒߚ৻ޕᣇޔRbOs2O6 ߢߪ
⏛႐ශടߦߣ߽ߥ߁Ḱ☸ሶബߩჇᄢࠍ␜ໂߔࠆ⏛႐ଚ㐳ߩ⏛႐ଐሽᕈ߇
᷹ⷰߐࠇߡߚ߇ޔ᷹ቯ᷷ᐲࠃࠅዊߐߥࠛࡀ࡞ࠡࠡࡖ࠶ࡊ߆ࠄߩᾲ⊛ߥബ
ߦࠃࠆነਈߣ߁น⢻ᕈ߽⠨߃ࠄࠇࠆ
ߚޔ࿁ T=0.1K ߣ߁ߐࠄߦૐ᷷ߢ
ߩ⏛႐ଐሽᕈࠍ᷹ቯߒޔ೨࿁ߩ⚿ᨐߣᲧ
セߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߦታ㛎ࠍ߅ߎߥߞߚޕ
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ዊ᎑ஜఽ E㧘᧲ᱜ᮸ A,F㧘㜞㊁ᐙᄦ A
Magnetic Field Induced Magnetism in Cuprate Superconductor Ca2-xNaxCuO2Cl2
JAERI-ASRC, ICR, Kyoto Univ.A, KEK-IMSSB, McMaster Univ. C, SOKENDAID,
Univ. of TokyoE, PRESTOF
K. Ohishi, I. YamadaA, A. KodaB, S.R. SahaC, W. Higemoto, R. KadonoB,D,
K.M. KojimaE, M. AzumaA,F, and M. TakanoA

Ca2-xNaxCuO2Cl2 ߪૐ᷷߹ߢᱜᣇ᥏ࠍߜᐔမߥ CuO2 㕙ࠍߔࠆߎߣ߆ࠄޔ
STM/STSޔARPES ╬ CuO2 㕙ߩ㔚ሶ⁁ᘒߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ߇♖ജ⊛ߦⴕࠊࠇߡ
ࠆޕᚒ ߦߢ߹ࠇߎߪޘNa ࠼ࡊ㊂ 0  x  0.2 ߩ⚵ᚑߦߟߡ⏛᳇⊛ၮᐩ⁁ᘒ
ࠍࠄ߆ߦߒ⏛ޔ᳇⋧࿑ߩᚑࠍ⹜ߺߚޔߦ․ޕSTM/STS ߢႎ๔ߐࠇߚ㔚ሶ
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ᐘ↰┨ብ A, ⮮ብ᮸ B, 㐷㊁⦟ౖ A, B, ᄢ⍹৻ၔ C, 㜯ᧄਗ਼ C, S.R.ࠪࡖࡂ D,
Ꮉፒ E, ධᱞᔒ E, ☨Ỉ⨃᮸ F, ጟᴦ F, ᐢༀੑ F
Anisotropic quasiparticle excitation of the pyrochlore superconductor
AOs2O6 (A=K, Rb, Cs) studied by PSR
KEK-IMSSA, SOKENDAIB, JAERIC, McMaster Univ.D,
Tokushima Univ.E, ISSP Univ. of TokyoF
A. KodaA, K.H. SatoB, R. KadonoA, B, K. OhishiC, W. HigemotoC, S.R. SahaD,
Y. KawasakiE, T. MinamiE, S. YonezawaF, Y. MuraokaF, Z. HiroiF

頂点塩素を有する銅酸化物超伝導体
Ca2-xNaxCuO2Cl2 における磁場誘起磁性
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コバルト酸化物のPSR XII：BaCoO3とその置換系

 µ¤   | | | ë ð ù î v  Q Ú Á ¡ |  ¤  |  ¯ ¼ ´   |
qV

豊田中央研究所, 名大工A, 豊田理研B, TRIUMFC, Univ. of British Columbia D
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[2] J.Sugiyama et al., PRB 2005 in press.
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野崎洋, 杉山純, 高見剛A, 生田博志A, 水谷宇一郎B, G.D.MorrisC, E.J.AnsaldoC, J.H.BrewerD
PSR studies on thermoelectric cobalt oxides XII： pure and doped BaCoO3
Toyota CRDL, Nagoya Univ.A, Toyota Phys. Chem. Res. Inst.B, TRIUMFC, Univ. British Columbia D
H.Nozaki, J.Sugiyama, T.Takami A, H.IkutaA, U.MizutaniB, G.D.MorrisC, E.J.AnsaldoC, J.H.BrewerD

１次元CoO3鎖が２次元３角格子を形成する一連のAn +2Con +1O3n +3（A = Ca, Sr,
Ba; n =1-5,f）の帯磁率・比熱・PSR測定の結果、nの増加とともに鎖間の短
距離AF秩序の形成温度が低下した。さらにn =1とf試料ではTN=27と15K以下で
[1,2]
準静的なAF磁気秩序が観測された
。そこで特にn =f相の磁気構造を詳細
に調べるために、BaCoO3 とその置換系についてPSR測定を行った。ここで
BaCoO3内の１次元CoO3鎖は、面共有したCoO6８面体から成る。
酸素圧1MPaで熱処理した多結晶体
の BaCoO3 、 Ba0.95K0.05CoO3 と
(a)
12
Ba1-xSrxCoO3 (x = 0.1と0.5)を測定
BaCoO3
ZF-PSR
に用いた。
8
零磁場（ZF-）PSR測定によると、
BaCoO3では15K（=TN）以下で準静的
4
な磁気秩序形成に伴う歳差振動が観
測された。ZFスペクトルは、5つの振
0
(b)
動成分でフィットされた（図1(a)）。
12
Ba0.9Sr0.1CoO3
Ba0.95K0.05CoO3でも同様だった。
ZF-PSR
Ba0.9Sr0.1CoO3 では最も高い振動
8
数成分と最も低い振動数成分が消失
し（図1(b)）、Ba0.5Sr0.5CoO3では1.7K
4
でも明瞭な振動が観測されなかった。
５成分の起源は最近接鎖間のAFと
0
0
5
10
15
20
F整列の組み合わせと考えられるの
TEMPERATURE (K)
で、Sr置換試料での２成分の消失は、
（鎖間距離減少による）鎖間AF相互 図 １ ZF-PSR ス ペ ク ト ル か ら 求 め た
作用と鎖内F相互作用の強度関係の (a)BaCoO3と(b)Ba0.9Sr0.1CoO3の歳差振
動数の温度依存性。Sr置換試料では、
変化を示唆している。
最も高い振動数成分と最も低い振動数
[1] 野崎ら，13pRC-10, 日本物理学会2004
年秋季大会；24pWF-11, 日本物理学会第60
成分が消失した。
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Measurements of electronic KX rays emitted in the formation process of muonic atoms.
Ninomiya, K., Sugiura, H., Nakatsuka, T., Sato, W., Yoshimura, T., Kubo. M. K., Matsumura, H.,
Miura, T., Nishiyama K., Shinohara, A.
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Cosmic-Ray Muon Probing Volcanic Inner-Structure

Study of electronic X rays emitted from pionic and muonic atoms

for Eruption Prediction
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Pionic and muonic atoms are formed by captures of a negative pion and muon in orbits
around a nucleus, respectively. The negative particles exist in highly excited atomic states at
the beginning of the formation process. Then, they cascade down and deexcite to lower levels
by pionic or muonic X-ray emissions or Auger processes .Auger processes cause electronic
X-ray emission from pionic and muonic atoms. This electron rearrangement following the
capture process has not been examined sufficiently, especially, in the light elements (Atomic
numbers<70). We have examined the rearrangement process by measuring the electronic X
rays emitted from the pionic and muonic atoms.
The X-ray measurements were performed by using low-energy photon germanium
detectors at 12-GeV Proton Synchrotron Accelerator and Meson Science Laboratory of High
Energy Accelerator Research Organization (KEK). In this paper, we are going to discuss the
difference in electronic X–ray energies between the pionic and muonic atoms.

The cosmic-ray muon is quite hepful to detect the Unseen. The cosmic-ray muon is
visiting us not only vertically but also near-horizontally.
Advantage of the near-horizatal cosmic-ray muons compared to the vertical one can be
summarized as follows: (i) Because of high-energy nature, it can go through rock-mountain
with 100 m to 1,000 m thickness; (ii) geometrical arrangement of the detection system is
easy; no need of digging big hole etc. There have been inherent difficulties in order to
realize the use of near-horizantal cosmic-ray muons: (1) intersity is low; (2) background of
electrons and gamma ray is large.
During the course of R & D studies, we have established detection system for a long-term
use, comprised of two detection system, each of which is segmented in both x and y
directions, with Fe plates placed in-between. By using this detection system, we have
successfully overcome the difficulties mentioned above; 1) by the F/B ration number which
compares muon signal from objective (Forward) and muon signal from sky or nothing
(Backward) for each path of muon, sound detection and analysis was established for a weak
intensity of near-horizontal muon; 2) by eliminating multipticity events detected at the
second counter which are caused by an interaction between soft-component and the Fe plate,
background was almost completely removed.
Successful application of the near-horizontal cosmic-ray muon radiography was made for
two active volcano, Mt. Asama and Mt. West Iwate in Japan. The following achievements
were obtained.
1) Mt. Asama
Structure; During the period of January-May ’02, the crater part was found to be vavant.
Change after the eruption in Summer ’04, will be examined soon.
Dynamics; Some indication was obtained for a magma movement in crater part possibly
corresponding to a happening of a volcanic earthquake.
2) Mt. West Iwate
Structure; Density of the top region of active part of Mt. Kurokura was determined,
camparing favorably with gravity data.
Dynamics; Some indication was obtained for a time-dependent density change at the active
part, possibly reflecting water movement.
Recently, the same detection system was used for an inductrial application, namely, to
probe inner-structure and behaviour of a large-scate machinery. Successful measurements
were carried out for the world-leading blast furnace in Japan. The following achievements
were obtained: i) a thickness of brick bottom-layer can be measured in an accuracy of 5 cm in
50 days; ii) a density at various parts of iron-rich part can be determined in an accuracy of
0.2 gr/cm3 for 50 days. Thus, some time-dependent dynamical change can be monitored.
Further a large-scale application of the present method is under preparation, not only for
natural disersters prevention but also for industrial applications.

Advanced Muon Beam Opportunities at LANSCE
for Materials Research
K. Nagamine

Department of Physics, University of California, Riverside, CA 92521, U.S.A.

Atomic Physics Laboratory, RIKEN, Wako, Saitama 351-0198, Japan
J-PARC Project Office, KEK, Tsukuba, Ibaraki 305-0801, Japan
As indicated in the recent report [1], the generation of muon beam with outstanding beam
characteristics will be realized by installing various new ideas such as large acceptance muon capture,
muon cooling, muon bunching and muon acceleration. There, one can expect e.g. a sharp energy width
( below 1% at a few MeV ), a narrow beam size ( sub-mm ) and a pencil-like emittance. After preliminary
design works, it was found that the LANSCE is the best choice among the existing accelerator
laboratories in the world.
Once such an advanced beam becomes available, in addition to the practical advantage in conventional
muon science experiments [2], like use of small crystals of nano-materials, narrow windows for the
sample chamber, etc., some entirely new and important application fields will be opened for the muon as
a tool complimentary to neutrons. Some distinguished examples are listed here and details will be
presented.
a) life science For this purpose, muon should be recognized as a probe to detect not only
weak magnetism but also electron conductivity though the labeled electron method [2].
Thus, with the advanced muon beam, on the one hand new brain function studies
will become possible by detecting blood magnetism and on the other hand electron
transfer phenomena in varios proteins or DNA’s will be explored by the labeled
electron method.
b) radiography Because of heavy electromagnetic interaction nature, muon is an
unique probe to study inner structure of the thick substance such as e.g. biological
substance (> 1 m), geological materials (> 30 cm) and Fe (> 10 cm) [2]. Important
industrial and homeland security applications will be opened.
[1] K. Nagamine, Advanced muon radiography with compact accelerator system, Proc. Jpn.
Acad., Ser. B80 (2004) 179-182.
[2] Introductory Muon Science, by K. Nagamine, (2003), Cambridge University Press
(Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town).
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Looking through Volcanoes with Cosmic-Ray Muons
K. Nagamine

accuracy of r 5 cm after 50 days, and the density at various locations in the iron load could
with an accuracy of 0.2 gr/cm3. This permits monitoring of a time-dependent change in the
interior of the blast furnace.

Muon Science Laboratory, Institute of Materials Structure Science
High Energy Accelerator Research Organization (KEK)
Tsukuba, Ibaraki 305-0801, Japan
Kanedata.nagamine@kek.jp
Physics Department, University of California, Riverside
Riverside, CA 92521, USA
nagamine@physics.ucr.edu
Muons from cosmic rays are continually shining upon us. Cosmic-ray muons with the
highest energies penetrate large solid objects but are absorbed in them, so that the rate of
muons passing through an object is reduced. This effect can be used as the basis of a
technology for determining the density legth (density times length) probing an
internal-structure and its time-dependent movement of matter in the interior of large
objects, both natural (i.e. a volcano) and artificial (i.e. an industrial machinery).
We have found that the use of near-horizontal cosmic-ray muons removes many of the
problems of the earlier attempts. Near-horizontal muons can penetrate objects of sizes
between 100 meters and 1 kilometer in rock-mountain, and the apparatus is much simpler
as there is no need to dig a hole under the object. Difficulties include the low intensity of
near-horizontal muons and a large background from a soft-component cosmic-ray of
electrons and gamma rays.
By using the detection system, as seen in Fig. 1, comprised of two plastic counters, each of
which is segmented in both x and y directions, with Fe plates placed in-between, we have
successfully overcome the difficulties; 1) by comparing muon signal from objective (Forward)
and muon signal from sky or nothing (Backward) for each path of the muon, sound detection
and analysis was realized for the weak-intensity near-horizontal muon; 2) by eliminating
multipticity events detected at the second counter, background was almost completely
removed.
We have studied two active volcanoes, Mt. Asama and Mt. West Iwate in Japan, by using
this detection system with a sensitive area of 2 m x 1 m.
During the period January-May 2002, by detecting the near-horizontal muon through the
summit region of Mt. Asama, the crater part was detected from outside and was found to be
vacant, corresponding to the magma occupancy in the crater being less than 10 vol % as seen
in Fig.2; we are planning to continue the same measurement to determine if there has been
any change after the Summer 2004 eruption.
During the period of May 2002 to May 2003, the density of the upper region of the active
part of Mt. Kurokura of Mt. West Iwate was determined, and compared favorably with
gravimetric data of gravitational-constant measurement. In addition, some indication was
obtained for a time-dependent change in density in the active part, possibly reflecting a
movement of water inside the volcano.
By expanding the scale of the detection system, this method may eventually lead to
accurate prediction of volcanic eruptions and other geological events. As a guide for a
planning of measurement one can consider the following situation. Suppose we have a
volcanic mountain with 500 m diameter at the distance of 1000 m from the detection system
for the near-horizontal cosmic-ray muon with a sensitive area of 20 m u 1 m. Then, the
density length can be determined with 3 % accuracy in 3 days; finding e.g. a 30 %
density-change in 50 m diameter magma-channel. By using more than two detection system,
a tomographic measurement can be carried out.䎃
Recently the same detection system was used for an industrial application, namely, to
probe the inner structure and its time-dependent change of a large-scale
machinery. Successful measurement was carried out for one of the world's largest blast
furnace, in Japan. We were able to measure the thickness of the brick bottom-layer with an

Isolated Hydrogen Center in Wide Gap Semiconductors
Studied by PSR

Fig. 2 The experimental data obtained in the experiment in Mt. Asama which is compared
to the simulation data for various Magma occupancies in a crate

Magnetic freezing transition of the frustrated antiferromagnet LiCrTiO4 with
spinel structure
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It is crucial to control the bulk electronic conductivity of wide gap semiconductors for
their application to electronic devices. However, it is notoriously difficult to obtain
those with intrinsic property, ending up with materials showing strong n-type
conductivity as in GaN, ZnO and TiO2. Recently, it was theoretically pointed out that
hydrogen (H), which is quite difficult to remove from the crystal growth environment, is
an excellent candidate for such a shallow donor [1-2]. Muon spin rotation (PSR) is one
of the most powerful methods for the experimental confirmation of these theoretical
predictions, caused by the virtually equivalence with isolated hydrogen and muonium
(Mu, an analog of isolated hydrogen whose proton is substituted by a positive muon). In
this contribution, we present our recent studies on Mu centers in ZnO [3] and GaN [4].
In ZnO, two species of Mu centers with extremely small hyperfine (HF) parameters
have been observed below 40 K. Both Mu centers have an axial-symmetric HF structure
along with the c axis, indicating that they are located at the antibonding and bond-center
sites. It is inferred from their small ionization energy (~6 and 50 meV) and HF
parameters (~10-4 times the vacuum value) that these centers behave as shallow donors,
strongly suggesting that hydrogen is one of the primary origins of n type conductivity in
as-grown ZnO, which is predicted by the theoretical studies.
More interestingly, a shallow Mu center has been discovered in GaN, while no such
state has been predicted in the latest theoretical studies. The observed Mu center has an
extremely small HF parameter with an axially symmetric HF structure, suggesting that
it is located either near a nitrogen-antibonding or a bond-centered site oriented parallel
to the c axis. Its small ionization energy (<14 meV) and small HF parameter (~10-4
times the vacuum value) indicate again that a shallow electronic state is associated with
the Mu center, suggesting the possibility that the analogous hydrogen center could be a
source of n-type conductivity in as-grown GaN.
1.
2.
3.
4.

Fig. 1 Detection system for the near-horizontal cosmic-ray muon developed for the muon
probing inner-structure of volcano

Department of Applied Physics, University of Fukui, Bunkyo 3-9-1, Fukui 910-8507, Japan
Meson Science laboratory, KEK - IMSS, Tsukuba 305-0801, Japan

The spinel type compounds with chemical formula AB2 O4 are composed of corner-shared BO 4 tetrahedrons. If spins located on the B-sites are coupled by antiferromagnetic interactions, large spin frustration
eﬀect is expected to be observed. LiCrTiO 4 has the spinel structure and the magnetic Cr3+ ions occupy
half of the B sites. Although the reported Weiss temperature of LiCrTiO 4 is very large ( −380 K), no
magnetic transition was found up to now, reﬂecting a presence of the spin frustration eﬀect. In order
to elucidate the magnetic properties of LiCrTiO 4 , we have measured zero ﬁeld cooled and ﬁeld cooled
magnetic susceptibilities of LiCrTiO4 down to 1.8 K. The spin freezing transition was found at 2.70 K for
the ﬁrst time. Muon spin relaxation (μSR) measurements on polycrystalline sample of LiCrTiO 4 were
performed down to 2 K under zero-ﬁeld or in longitudinal ﬁeld up to 2000 Oe. As decreasing temperature below 5 K, fast relaxation contribution developed. The relaxation rate had anomaly at around 2.7
K, which is consistent with the spin freezing temperature determined from the magnetic susceptibility.
Recovery of the muon spin polarization was incomplete even in the applied ﬁeld of 2000 Oe, suggesting
the spin ﬂuctuations persist below the freezing temperature.

Cu-Spin Fluctuations in Pr0.86 LaCe0.14 Cu1−y (Zn,Ni)y O4 Studied by Precise μSR
Measurements
Risdianaa , T. Adachia , Y. Koikea , I. Watanabeb , and K. Nagaminec
a
b
c
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Advanced Meson Science Laboratory, RIKEN, 2-1 Hirosawa, Wako 351-0198, Japan
Muon Science Laboratory, KEK-IMSS, 1-1 Oho, Tsukuba 305-0801, Japan

Precise Zero-ﬁeld μSR measurements have been carried out in order to investigate the Zn- and Nisubstitution eﬀects on the Cu-spin dynamics in the electron-doped Pr0.86 LaCe0.14 Cu1−y (Zn,Ni)y O4 with
y = 0, 0.01, 0.02, 0.05.1 The asymmetry A(t) (μSR time spectrum) in the long-time region increased with
decreasing temperature at low temperatures for all samples, possibly due to slowing down of the Cu-spin
2 2
β
ﬂuctuations. The time spectra have been analyzed with a function: A(t) = AG e−σ t + As e−(λt) . The
ﬁrst and second terms correspond to the fast and slow depolarizing components in regions where Cu-spin
ﬂuctuations are fast and slow down beyond the μSR time window, respectively. For y = 0, it has been
found that As decreases with decreasing temperature below 40 K, due to the slowing down of the Cu-spin
ﬂuctuations. The increase of slowing down of Cu-spins component still observed for both Zn- and Nisubstitution samples up to 0.05. However no signiﬁcant diﬀerent of temperature dependent of As for all
samples of 0≤y≤0.05 was observed which is may be due to no dynamically ﬂuctuating stripes of spins
and electrons in the electron-doped system.

C. G. Van de Walle, Phys. Rev. Lett. 85, 1012 (2000)
C. G. Van de Walle et al., Nature 423, 626 (2003)
K. Shimomura et al., Phys. Rev. Lett. 89, 255505 (2002)
K. Shimomura et al., Phys. Rev. Lett. 92, 135505 (2004).
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We investigate quasi one-dimensional antiferromagnet Sr2 (Cu1x Pdx )O3 in which the S = 1/2
spin site (Cu2+ ) is depleted by the non-magnetic Pd2+ ion. With the high sensitivity of the muon
spin relaxation (μSR) technique to static magnetism, we were able to measure the Néel temperature
as a function of the Pd concentration. We found that the Néel temperature becomes signihcantly
reduced for less than one percent of doping Pd; in addition to the low Néel temperature compared
to the in-chain interaction (TN /J  4 × 103 ), this gives a support for the good one-dimensionality
of the spin network. The Pd concentration dependence of the Néel temperature is compared with
a recent theoretical study of weakly coupled one-dimensional antiferromagnetic chains of S = 1/2
spins, and a quantitative agreement is found.
The inhomogeneity of the ordered moment sizes is characterized by the functional form of the
μSR time spectra. We propose a model that the ordered moment size recovers away from the
palladium sites with a recovery length of  150  200 sites. The obtained hnite recovery length
for the gapless S = 1/2 antiferromagnetic chain is compared to the estimate based on the e&ective
staggered magnetic held from the neighboring chains. The characteristic length scale is most likely
controlled by the ratio between the in-chain and inter-chain coupling strengths (J/J 0 ) which yields
(J/J 0  500) as independently estimated from the TN /J ratio for Sr2 CuO3 .
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μSR in 2-dimensional hydrogen bonding system
squaric acid

K. Nishiyama1 , S.W. Nishiyama1 , K. Shimomura1 , W. Higemoto1 , 2, K. Kubo3 ,
G. Maruta4
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3
Chemistry, Division of Natural Science, the College of Liberal Art, International
Christian University (ICU),Tokyo,181-8585, Japan
4
Divison of Chemistry, Faculty of Science, Hokkaido University, Sapporo
060-0810, Japan
Muon is a proper probe to study the hydrogen dynamics in hydrogen bonded system, as is shown by μSR studies in KDP crystals [1]. Squaric acid (3,4 dihydroxy-3cyclobutene-1,2-dione, SQ-acid) is a typical 2-dimensional hydrogen bonded system
with large isotope eﬀect ( Tc =380 K (H), 450 K (D))[2]. The crystal structure below Tc is monoclinic with slight diﬀerence of lattice parameters a = 6.14, c = 6.148,
and β = 89.96◦. Layers of strongly H-bonded planar C4 O4 groups in the plane are
stacked with weak van der Waals interactions and the crystal has a strongly two
dimensional character. Below Tc the hydrogen atoms are disposed asymmetrically
ordered in the O-H. . .O bond, while above Tc average position of protons are at
the center of the hydrogen bond and the crystal structure become tetragonal. ZF
μSR measurements were performed using a large single crystal. Muon was injected
in various directions referred to the crystal axis; along b-direction, a (c)-direction
or a+c (a-c)-direction. Obtained spectra for whole temperature range can be ﬁtted
neither by the empirical form exp[(−λt)β ] nor by dynamic Kubo-Toyabe function
except at low temperature. λ for empirical form or Δ for KT-function shows a minimum at around 200 K. At this temperature the muon spin relaxes gaussian-like in
several μs but some potion of muon polarization remains for long time, (40% and
25% of full asymmetry for muon spin parallel along b-axis and along a-axis respectively). These eﬀects can be observed above 100 K and shows a maxima at about
200 K. This suggests that the used strong collision model is not adequate at this
temperature range. This residual polarization diminishes at 300 K with muon spin
along b-axis but remains 10% for a-axis. The residual polarization can be due to
the ﬂuctuation of mobile muon. To clarify the muon positions, dipole widths were
calculated for various possible muon sites and crystal axis direction. The experimental values obtained at low temperature is well reproduced with muon attached
to a C=O. . .HO acceptor oxygen, while the experimental values at 300 K can be
explained by the muon occupying regular hydrogen site. The muon probably gets
trapped by the lone pair of Oxygen at low temperature but gain enough mobility to
migrate to a stable hydrogen position at 300 K immobilizing the muon in a-c plane.
[1] K. Nishiyama et al., Hyperﬁne Interactions 136/137 (2001) 717.
[2] D. Semmingsen et al., Solid State Commun. 15 (1974) 1369; D. Semmingsen et
al., J. Chem. Phys. 66 (1977) 4405.
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μSR in proton conducting Rb3 H(SeO4 )2
K. Nishiyama1 , S.W. Nishiyama1 , K. Shimomura1 , Y. Matsuo2 , S. Ikehata2 ,
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Rb3 H(SeO4 )2 shows a superionic phase transition at 449 K from a low temperature ferroelastic phase to a high temperature paraelastic phase. The electric
conductivity increases drastically, 106 times larger above Tc compared to room
temperature value. The μSR experiment was performed aiming to mimic the proton motion as well as to probe the hydrogen dynamics. Temperature dependence
of the relaxation function was obtained and compared with proton NMR. At low
temperature the muon relaxation starts to decrease above 150 K with increasing
temperature, which reﬂects the muon diﬀusion. Then relaxation rate shows the ﬁrst
minimum at 250 K. During the heating rom 350 K to 450 K the relaxation rate
show a rapid decrease, corresponding to the motional narrowing observed by proton NMR below Tc . In this temperature region the diamagnetic fraction of muon
increases from 85% to 100%. The angular dependence of relaxation rate and the
eﬀects caused by heat cycling through Tc will be discussed.
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Geometric frustration in a new material system M2X(OH)3
Xu-Guang Zheng,a,* Kusuo Nishiyama b
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b

Muon spin relaxatio/rotation (SR) are carried out on a new magnetic system of
M2X(OH)3 (M = transition metal, X = halogen), which we show to be a new geometric
frustration system for d-electron spins. Contrasting behaviors were observed for
clinoatacamite Cu2Cl(OH)3 and Co2Cl(OH)3. Clinoatacamite Cu2Cl(OH)3 undergoes
antiferromagnetic transition at TN = 18 K with distinct muon spin rotations, and then it
transforms abruptly into a metastable state with nearly complete depolarization of muon
spins which suggests strong fluctuation. The system then enters a state in which partial
long-range order and spin fluctuation coexist down to the lowest experimentally
attainable temperature of 20 mK. For Co2Cl(OH)3, although dynamic interactions exist
at temperatures higher than 400 K, static order only forms at a much lower temperature
of TC = 10 K with coexistence of spin fluctuation. This work demonstrates the
coexistence of long-range order and spin fluctuation in a novel system of d-electron
transition metal oxides. © 2001 Elsevier Science. All rights reserved
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SR Studies on the Response of Spin Dynamics to Applying or
Cutting Magnetic Field -Typical Ising Spin Glass
Fe0.50Mn0.50TiO3Eiko Torikaia, Atsuko Itob,c, Isao Watanabeb and Kanetada Nagamined,e
a

Interdisciplinary Graduate School of Medicine and Engineering, University of
Yamanashi, Kofu, Yamanashi 400-8511, Japan
b
Advanced Meson Science Lab., RIKEN, Wako, Saitama 351-0198, Japan
c
International Institute for Advanced Studies, Kizu-cho, Soraku-gun, Kyoto 619-0225, Japan
d
Atomic Physics Lab., RIKEN, Wako, Saitama 351-0198, Japan
e
Physics Department, University of California, Riverside, USA

One of distinguishing properties of the spin glass (SG) system is a long time relaxation
of magnetization below SG transition temperature (TSG). The representative phenomena are
the growth of the zero-field-cooled magnetization (MZFC), and the decay of the
thermoremanent magnetization (TRM) in the passage of time: they are known to proceed on a
macroscopic time scale, and to continue for infinite time. A spin dynamics in SG state must
play an important role for the long time relaxation. However, it has not been examined as a
function of time during progress of the macroscopic relaxation. It is a challenging problem for
us to clarify how the microscopic behavior of spins takes part in the macroscopic relaxation.
We are also interested in how the spin dynamics changes when a magnetic field H is applied
for the zero-field-cooled (ZFC) state, or cut for the field-cooled (FC) one.
In the present study, we chose a typical Ising SG system Fe0.50Mn0.50TiO3 as the most
suitable candidate for our interest, and we measured SR time spectra under various
conditions. Depending on a measuring condition, we used H=4 kG applying parallel to the
Ising-axis which coincides with the direction of longitudinal field (LF) in our SR
measurement. Under such a field TSG is 17 K, while it is 21 K when measured with very low
H. In order to follow the aging time (ta) dependence, we accumulated the SR time spectra for
3 min at intervals of 3 min successively, where we put ta=0 at a moment when each measuring
condition was established.
We have clarified novel spin dynamics of SG which was not detected without SR
measurement. We present some of the results below. (1) We compared the cooling condition
dependence of the SR time spectra measured in zero field. In the case of cutting LF after
cooling the sample in LF down to a measuring temperature Tm, the spin fluctuations were
faster as compared with those in the spin state that was kept in zero field from beginning to
end of the measurement at Tm. This indicates that the spin system directs to approach an
equilibrium state corresponding to a new condition by making the spin fluctuations faster. (2)
In the SR time spectra, the ta-dependence was not observed up to ta=150 min during progress
of the growth of MZFC or the decay of TRM. This result makes a remarkable difference to that
obtained by the magnetization measurement. For example, the decay of TRM detected by the
magnetization measurement proceeds with time and TRM (T=11 K) at ta =150 min is about
60% of that at ta =0. It is not certain but probable that the spin state with the 60 % remnant
magnetization of the TRM at ta=0 is feeling to be very far from its equilibrium, so that the
spin fluctuations are still fast at ta=150 min similarly to that at ta=0. (3) From the temperature
variations of the time spectra, we have found that the anomaly of “initial asymmetry (A0)” is
located not at TSG=17 K (H=4 KG) but at TSG=21 K (very weak field). This fact indicates that,
even in H=4 KG, A0 is still governed by TSG in zero field. We will report their details together
with the other results.
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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＞
編集部が新体制となり今号がはじめての「めそん」となります。自分でやってみてはじめて編
集作業のわずらわしさ（と書くとなんだか身も蓋もない言い方ですが）がわかりました。これま
での編集部に頭が下がる思いです。今回の特集は国際会議 μSR2005 でしたが次回の開催地は日
本であり、これに関しても自分でやってみて初めてその大変さが身にしみることでしょう。そし
てそこでも先達に敬意を払うことになる予定です。筆者は日光で行われた μSR96 で国際会議デ
ビューをさせていただきました。その時の緊張感は今でも覚えております。そして今回の会議で
も同じように緊張しておりました。慣れた分と発表の大切さについての認識を深めた分相殺して
おり、結果として成長のあとが見られていないのかもしれません。
なお、今回もレイアウト等につきましては引き続き KEK の市村規子さんに行っていただきま
した。（WH）
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