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議事録

・ MuSAC の LoI については各人に委員会よりコメ
ントが届く予定。LoI への対応のプロセスを検討
中。Proposal を募集すべき時期に来ているとの認

中間子科学連絡会
インフォーマルミーティング議事録

識がある。ビームライン建設が中心のプロポーザ
ルは次回には必要と思われる。
・ MuSAC の席上で J-PARC の陽子ビーム幅につい
ての重要事実の説明があった。ミュオン側では
90 ns（がんばれば 65 ns）と理解していたが、ビー
ム強度をあげる条件では 130 ns（リニアック強化
後には 140 ns）程度になるとの話が加速器側から

日

時：平成 18 年 3 月 29 日

あった。加速器側ではミュオン用に出すなら 100

場

所：愛媛大学城北キャンパス

ns は可能であるというつもりとのことであった。

日本物理学会年会 WF 会場
出席者：足立匡、石田勝彦、伊藤厚子、伊藤孝、
岩崎雅彦、大石一城、大平聖子、門野良典、

ミュオン側から幅を狭める検討を申し入れている
が、加速器側は他の緊急な課題に追われており、
早急な対処は難しい状況である。

川股隆行、幸田章宏、小池洋二、後神達郎、 ・ これに関連して、昨日の J-PARC に関する懇談会
小嶋健児、佐藤一彦、佐藤宏樹、杉山純、

での議論の紹介があった。最大強度を出すには、

鈴木栄男、竹下聡史、友野大、鳥養映子、

スリット付 RF Cavity が不可欠であるが、きちん

西田信彦、西山樟生、西山純江、髭本亘、

と動く Cavity ができていない状況である。一応

松崎禎市郎、松田恭幸、渡邊功雄

動いているスリットなし Cavity では 0.1 MW まで

（五十音順、敬称略）

しか出せない。50 GeV 実験での強度不足を補う
ため、50 GeV に送るパルス数を増やすことも検

はじめに、議長に松田、書記に石田を選出した。

討されており、そうなった場合は中性子・ミュオ
ンで得られるビームはさらに減少する。J-PARC
としては、ファーストビーム時期は死守したいと
のことであるので、0.1 MW までのスペックでス

１．各施設報告

タートし、大強度用 Cavity の開発を続けること
（１）KEK ミュオン施設より報告（西山）
（ア）KEK-MSL のビーム停止について
・ 3 月 31 日 9 時にビームが止まる。ビームストッ
プボタンを永嶺先生に押していただき、スタッフ
およびユーザーを交えて記念写真を撮る。
・ 18 時半からビームラインの方々への感謝を兼ね

なども検討されている。
・ビームライン建設には LoI で十分であろうかとの
問いがあり、MuSAC でオーソライズされるべき
であろうとの見解が示された。
・ LoI を報告書などにして公開予定との説明があっ
た。公表するのが好ましいが、各提案者に了解を
取るべきであろうとの意見があった。

てパーティを行う。

・ KEK-PS シャットダウンのシンポジウムが企画さ （ウ）国際協力
れている。5 月 19 日午前が施設見学、午後がシ
ンポジウム、懇親会がある予定。

・ 国際協力が、KEK で今年度唯一の新規事業とし
て認められた。KEK で PAC を行う予定。海外研

・ ブースター利用施設は 5 月 18 日に定例の成果報

究機関に提出するのと同じプロポーザルを KEK

告会を行う。今回は加えて、これまでの研究から

にも送ってもらい、KEK が適当と認めたものに

際立ったものの報告も行う予定。

旅費を出す。実験経費も込みで考えている。PAC

（イ）J-PARC 進捗

への旅費が出せるかとの質問に対し、PSI の PAC

・ J-PARC 建設については予定していたことは 1 〜

は日本から TV 会議で行えるよう交渉中との説明

2 週間程度の遅れはあるもののほぼ順調に進んで

があった。これに対し海外研究機関の PAC 時期の

いる。6 月末までに重量物の搬入を完了する。

情報を流してほしいとの要望が出席者からあった。
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（２）理研 RAL ミュオン施設現状報告（松崎）

あった。分科会というものはまだ一つもない。た

・ 陽子ビームライン上電磁石 Q45 の故障の影響に

だし中性子基礎物理などが、これを機に分科会と

ついて報告があった。ミュオン生成標的を薄いも
のにして今年中は運転することになる。
・ 2 台の DC セパレーターの内、上流側の絶縁管に

なることもあるのではないか。
・ 中性子科学会員でもある松田氏から中性子科学会
の説明があった。中性子科学会は 500 人程度で

支障が生じて、下流側だけで運転を行っている。

しっかりした組織化がなされており、ロビー活動

ミュオンビームへの陽電子の混入は問題となるレ

なども熱心である。

ベルには至っていないが、早期に修理を行う予定
である。
・ 次回 PAC は申し込み締め切り 5 月 16 日、審査会
は 6 月 1 〜 2 日を予定している。

・ 分科会として参加すれば、ミュオンのロビー活動
がやりやすくなるかもしれない。いっぽう、名前
が中性子科学会のままだとミュオンの identity が
懸念される。

・ビ ームタイムは 10 月以降、もう 1 サイクル（11/14

・ 中間子科学連絡会はそのまま残り、これとは別途

〜 12/18）入る。その後、長期シャットダウンが 9 ヶ

中性子科学会内にミュオン分科会があるとの了解

月入り、ビームの再開は 2007 年 10 月 1 日の予定

である。中性子科学会内のミュオン利用者の活動

である。

はやりやすくなるかもしれない。

・ 4 月から、仁科加速器研究センターが発足し、理

・ J-PARC でのミュオン PAC への影響は？ PAC は

研 RAL もその一員となる。このため成果報告

中性子、ミュオンが一体であることが現時点の了

の 方 法 に 変 更 が 生 じ る。 こ れ ま で RIKEN-RAL

解であるので、影響はなかろう。

Annual Report に掲載していた成果報告は RIKEN

・ 文部科学省へのアピールについては、中性子と

Accelerator Progress Report に提出していただく。

ミュオン合同のリエゾンを作ればすむ話ではない

年に 1 回、10 月ごろに掲載題目の募集がある。

か。

・ 理研 RAL での成果を論文で出された方は、理研
スタッフに論文を送ってください。

・ KEK 委員会委員の選出母体ともなっているので、
ミュオンの主体性は残すべきである。

・ 将来計画として、新スペクトロメーターを作る予

・ 遠藤氏が門野氏に相談した意図は、ミュオンの強

定。6 年間の分子アンサンブル研究のひとつとし

い反対がある場合には分科会は作らないというこ

て行う。微量物質での μSR ができることを目指

とだと思う。

す。

・ 運営委員会で討議して、次回総会あたりで決める
のが適当か。

（３）原研機構より報告（髭本）
・ 組織換えがあり、研究グループ名称が変更となっ

・ 判断するには詳細が不明であるので、西田会長が
遠藤氏と話をすることとする。

たが研究内容に変化はない。J-PARC への μSR 分
光器の設置を目指し活動している。

（２） 連絡会の位置づけについて
・ 中間子科学連絡会は KEK-MSL の利用者団体とし
て発足した。KEK ミュオンのユーザー団体とし

２．議題

て KEK 機構委員の選出母体となっている。しか
し、中性子科学会などは KEK 以外も含めた全ユー

（１）中性子科学会にミュオン分科を設けることに
ついて
・ 門野氏より経緯の説明があった。日本中性子科学

・ 全ミュオンユーザーの会としたほうが、会として
の格は上がるであろう。

会の遠藤会長より、中間子科学連絡会庶務委員長

・ すでに理研 RAL ミュオン施設の更新時に意見書

の門野氏に、中性子とミュオンが一体となって活

を出すなど、全ミュオンユーザーの会としての活

動しているのが見える組織があるのが好ましいと
の説明があったとのことである。
・ 中性子科学会での分科会の現状についての質問が

2

ザーの会でありながら同様のことは行えている。

動も実質行っている。
・ 運営委員会で会則改定案を作って、総会において
決議を行ってはどうか。
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・ 4 月より理研 RAL 施設は発足した仁科加速器研

（３）会費
・ 会費の値上げを検討していただきたい（門野庶

究センターに移る。ユーザーにとって変化は見え

務委員長）。会誌の発行は本来会費でまかなうべ

ないと思われる。RIBF は大学利用共同方式を目

きと思われるところを、今までは印刷や発送を

指すとのことであり、理研 RAL にも影響がある

KEK から何とかしていた。全ユーザーの会と位

かもしれない。

置づけるとこれは難しくなるかもしれない。今後
は事務局となった機関での工面が必要かも。

以上 [ 文責：石田 ]

・ 高エネルギーでは KEK で会誌費用（の一部？）
を出しているのではないかとの意見も出された。
・ 会誌は会費納入の有無に関係なく全登録者に送っ
ている。
・ めそん発行費用を会費だけでまかなうと 4,000 円
程度にしないといけない。
・ A4 版への変更にともない、いくぶんコストが上
がっている。
・ 印刷費用をもっと安くできるのではないかとの意
見も出されたが、数社見積もりを取った上で一番
安いところとのことである。
・ 費用をよく検討した上で妥当な会費額を提案する
こととする。

３．その他
・ めそん編集部の体制がまた変わりましたので、よ
ろしくお願いします（髭本）。
・若手奨励賞について
懸案となっていた中間子科学連絡会の若手奨励賞
について議論がなされた。物理学会では領域ごと
に若手奨励賞を設けることとなった。これと重な
るので、中間子科学連絡会の賞に対して物理学会
からのおすみつきは難しいかもしれないが、連
絡会の賞は推進すべきであると考える。構成員
人数等を考慮すると、3 年に 1 度くらいが妥当。
ISMS にも若手の賞があり、これとの関係に注意
が必要。選出年度など考慮すべき点はあるが、重
複はいとわないとしてよかろう。
・ 今回学会で、ミュオンシンポジウムと領域 8 での
μSR の発表が重なってしまった。何とかならな
かったものだろうか。
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しないこととする。
「意見の集約」をすることは可
能であるので「会員の要望を取りまとめる」とする。

運営委員会報告

・ 中間子学会の位置づけとしては国内の組織とする
ことを前提とし、国際的な面を明記することはし
ない。ただしこれは外国人を排除するものではな
く、必要に応じて個々の具体的な場合で判断する
もの とする。
・ 運営委員の選出について
KEK 外 10 名の 14 名だが更

日

時：2006 年 7 月 31 日（月）10 時〜

現在、KEK 内 4 名

場

所：KEK 東京連絡所

に多くてもよいであろう。当面は関連施設からと

出席者：門野、久野、小池、鳥養、永嶺、西田、

いう枠をつくらずに 14 名を選出するものとする。

西山、髭本、三宅、渡邊
・ 会計委員、会誌編集委員長、庶務委員長
会計委員、会誌編集委員長、庶務委員長は会長に
会則の変更

より運営委員の中から選出される。
ただし選挙で選ばれた運営委員以外からも指名で

・ 理研、原子力機構、阪大等施設の拡充が予定され

きるように 19 条を改定し、会長が会計委員、会

ているので物質構造科学研究所ミュオン科学施設

誌編集委員長、庶務委員長を行うための運営委員

のためのみの中間子科学連絡会ではなく、一般的

を指名できるようにする。

な形の中間子科学連絡会とするために会則を変
更。放射光学会や中性子学会などと同様に、
「中

・ 事務局に対する記述はそもそも会計委員、会誌編

間子科学の振興を図る会」という位置づけとする。

集委員長、
庶務委員長に対するものと同意であり、

このために必要な会則の変更を行う。

事務局に関する記載は除く。

・ 名称は「中間子科学連絡会」でよいか。

・ 広報委員を決めてはどうか。

「中間子」でなく「ミュオン」とすべきとの考え

J-PARC 関連の人が広報に関する具体的な提案し

方もあるが、「中間子」の場合は π や K 等まで含

てくれないことには動きようがない。そこで副会

まれ広い意味合いになる。「ミュオン」以外を用

長を現行の 2 名から 3 名として一人が J-PARC か

いている人が除外される可能性もある。さらに「中

ら入り、必要な広報活動を会長を中心に行うよう

間子」という言葉にはミュオンも含まれていると

に提案、補佐する。

理解されている上に歴史的なこともあるため「中
間子」のままでよいものとする。また「学会」と

・ 会誌印刷代

して正式な「法人登録」には 500 人以上いるので

関連組織を事務局とし、そこで何らかの形で会誌印

現状では困難だが、名前をつける上ではどちらで

刷代を出すことは可能かもしれないが検討は必要。

もよいため「連絡会」を変更し「中間子科学会」
とする。名前から「連絡」を取るからには「連絡
役を担う」旨会則 3 条の細則として明記。

・ 関連組織は実際 KEK と理研しかないであろう。
原子力機構はユーザーという位置付けであり、若
干異なる。細則の最後に定義はするが今日はでき

・3 条 1

委員会と会員との情報交換

ない。

連絡会からの PAC への推薦が以前はあったが現
在の KEK の PAC ではその規則はない。推薦する
かは相手先によることもあり推薦に関して旨明記

4

・ 会誌の編集は編集委員で行い、発行は庶務委員が
行う。
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・ 会費の値上げ、3,000 円（学生 1,500 円）とする

第二章

会員

第五条

：本会の会員は、
「中間子科学」に関心を

ことで印刷代の一部とする。
・ 9 月 24 日に日本物理学会分科会において総会を

もつ個人とする。
第六条

開催することとする。

：会員として入会しようとする個人は、会長
に申し込みその承認を得なければならない。

・ 前回の総会において議論された中性子学会分科会

第七条

ばならない。

という形で発足する必要はないであろう。学会間
の交流に関しては研究会や報告会、学会でのシン

：会員は、細則に定める会費を納めなけれ

第八条

：会員は、本会の催す各種研究会、会合に
参加することができる。

ポジウムを共催できればよいのであろう。
以上

第九条

：会員は、本会の会誌に投稿することがで
きる。

第十条

：会員は、総会、運営委員会において、本
会に関する意見を述べることができる。

第十一条：会員は、会長に文書で申し出て退会する
ことができる。
第十二条：会長は、会費を滞納した会員、または総
会において理由を挙げて本会の会員とし
て適当でないと決議された会員を退会さ
せることができる。

中間子科学会会則（案）
第一章

第十三条：既納の会費は、いかなる理由があっても
返却しない。

総則
第三章

第一条

会長、副会長、運営委員、会務

：本会は、中間子科学会という。

第二条 ：本会は、ミュオンおよび中間子ビームを

第十四条：本会には、会長一名および副会長三名を

用いた 研究（以下ではこれを「中間子科

置く。会長、副会長の任期は二年とし、

学」と呼ぶ）の推進のために、会員相互

会長、副会長は再任を妨げない。

の交流をはかるとともに、
「中間子科学」 第十五条：本会には、任期を二年とする運営委員
を発信・啓蒙して行く事を目的とする。
第三条

：本会は、前条の目的を達するために次の
ことを行う。

１．「中間子科学」関連施設に対する会員の要望
をとりまとめ、意見を代表する。
２．「中間子科学」の将来計画の検討と提言。
３．会誌の発行と会員相互の情報交換。
４．国内外の中間子科学関連施設利用のための情
報提供および研究者・組織との交流・協力

十四名で構成される運営委員会を置く。
運営委員は再任を妨げない。会長はそれ
以外に事務局を構成する三名以下の運営
委員を選ぶことができる。
第十六条：十四名の運営委員は、細則に決める方法
によって会員の中から選出する。
第十七条：会長・副会長は運営委員会において互選
により選出する。
第十八条：会長は、本会を代表し、会務を総理する。

５．隣接する学協会との交流・協力

会長は、総会、運営委員会を召集して、

６．その他本会の目的を達成するために必要な事業。

その議長となる。副会長は、会長を補佐

第四条

：この会則の実行に必要な細則は、別に定
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第十九条：会長は、会計委員、会誌編集委員長、庶

第二十六条：本会の解散は、運営委員会において 3

務委員長を決める。それらの委員は運営

分の 2 以上の委員の参加のもとで議決

委員である必要がある。

し、総会の承認を経て決定される。

１．会計委員は、会費を徴収し、会の会計事務を
担当する。
２．会誌編集委員長は、会誌編集委員会を組織し、 付記
会誌編集を行う。
３．庶務委員長は、庶務委員会を組織し、研究会

１．本会則は、中間子科学会の総会の承認を得て施
行される。

の開催、会誌の発行、
「中間子科学」を普及
するための講習会等の一般事務を行う。

２．運営委員会には関連研究所の長をオブザーバー
として招待する事ができる。

第二十条：会長は、総会において毎年、その年度の
会計報告を行い、その承認を得なければ
ならない。
細則
第四章

総会および運営委員会

第一条：入会手続き
本会に入会する際には、所定の用紙に記入

第二十一条：総会は、通常総会と臨時総会とする。
通常総会は、毎年一回開く。
臨時総会は、次の場合に開く。
１．会長が必要と認めたとき。
２．運営委員会の決議によって必要と認めたとき。
３．会員の 10 分の 1 以上からあらかじめ議事内
容を示して請求があったとき。
第二十二条：運営委員会は、必要に応じて、会長が

し、事務局に提出する。所定の用紙は事務
局より入手できる。
第二条：会員名簿
事務局は会員名簿を整備し、定期的にその
更新を行う。
第三条：運営委員の選出
運営委員は、会長の指名による三名によっ
て構成される選挙管理委員会が 管理する

召集して開催される。委員の過半数の出

選挙によって会員のなかから選出される。

席をもって成立する。 委任状によって

但し、選挙権・被選挙権をもつ会員は、大

出席にかえることもできる。

学院修士課程を修了または同等以上あるい

第二十三条：運営委員会は、次の事項を審議する。

は現在修士課程に属していることとする。

１．会則と細則に定められた審議事項。

第四条：会費

２．総会で審議する議案の立案。

会費は正会員、年額 3,000 円、学生会員、

３．会誌の編集方針。

年額 1,500 円とする。

４．「中間子科学」関連施設の共同利用に関する
事項。
５．会員から提出された議案。
第二十四条：総会、運営委員会の議決はその出席者
の過半数の賛成を得て承認される。

第五章

会則の変更ならびに解散

第二十五条：会則の変更は、運営委員会において 3
分の 2 以上の委員の参加のもとで議決
し、総会の承認を経て決定される。
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特集「KEK-MSL で得られたサイエンス」

はじめに

2006 年 3 月 31 日 9 時を以て KEK-MSL はその役割を終え、日本のミュオンサイ

エンスは新たなステージに進みました。言うまでもなくこのシャットダウンはすべ
てを J-PARC へ移行するための一時的な休止であり、いよいよ J-PARC に向けての
最終段階に入りつつあることを意味しております。
国内におけるミュオンサイエンスは東京大学付属中間子科学研究施設（UT-MSL）
においてパルス状ミュオン施設（KEK-BOOM）という非常にユニークな形で始まり、
そこからユニークな研究が数多く生まれました。KEK-MSL はビーム強度としては
弱いものでしたが、世界の他の施設に決して劣ることの無いユニークな成果を挙げ
てきたものと思います。本企画では「KEK-MSL で得られたサイエンス」に焦点を
絞り、科学として何が行われ、何が得られたかを振り返るものです。パルスミュオ
ンを用いて得られた成果の情報を共有し、パルスミュオンの創るサイエンスに対す
る新たな可能性を考える機会になればと思います。
なお、28 年分の全ての実験をすべて完璧に把握している人はおりません。その
ため冊子や論文として記録に残っているもの以外の研究で重要な結果を得ているに
もかかわらず取り上げられないものも相当数あるかと思いますが、ご容赦いただけ
ればと思います。
（編集部）
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「中間子科学のあけぼのと展開」

東京大学名誉教授

山崎

敏光

ある加速器施設が当初のもくろみをはるかに越え

の「尾」は、のろいゆらぎがあればゆっくりと減衰

た成果を出すということは、歴史の教えるところで

するという、それまで全く認識されていなかった点

あるが、KEK-PS とその寄生的施設「ブースター中

は、パルス状ミュオンが威力を発揮する場面に違い

間子」もその例外ではなかった。これは、その創設

ないと確信した。

に携わったものの一人として、この上なく嬉しいこ
とである。しかし、これは結果であって、この中間

この理論の存在を久保先生に教えてもらって間も

子施設を新設するにあたって、どんな研究ができる

なく、早野らは TRIUMF における実験で最初の実

のか？既に稼働していた世界のメソンファクトリー

験的確証を得ることができた。その後、植村らはス

と競争できるのか？などなどの疑問に答えることが

ピングラスのようなランダム磁性体での「のろいゆ

求められていたことは云うまでもない。圧倒的に高

らぎ」現象を追求した。「ブースター中間子」では、

い瞬時強度、バックグラウンドに邪魔されないミュ

誕生の初めからゼロ磁場あるいは縦磁場緩和測定の

オン崩壊の長時間域測定の可能性、ビームパルスと

装置が作られたのは当然で、外国のメソンファクト

同期できる極端外部条件の付与、など、世界の何処

リーとは異なる研究方法を取ったわけである。門野

にもないパルス状ミュオンビームの特徴を謳って、 らによる銅結晶中でのゼロ磁場緩和の測定は初期の
永嶺さんともどもその実現に向かって努力したもの

ハイライトで、「久保̶鳥谷部の尾」の温度依存性

である。しかし、具体的に何をどうやって研究する

が見事に観測され、低温でも正ミュオンの拡散率は

かが初めからはっきりしていたわけではない。今日

ゼロとならず、80 K より下がるとむしろ増大する、

誇ることのできる研究成果の大部分はこの施設が稼

という量子トンネル現象が明らかにされた。ほどな

働してから新たに生まれたアイデアに基づいてい

く、近藤淳氏と山田耕作氏はこれを説明する理論を

る。

作られた。

長時間域 μSR に関しては、一つの明確なストラ

1970 年の初めまでは全くの後進国であった日本

テジーが立ったことは幸運であった。それはこの施

で、小粒だがユニークなミニ中間子施設が作られ、

設を提案し、建設を開始している頃、久保̶鳥谷

そこで新しい研究手段、研究方法が開花した。その

部のゼロ磁場緩和理論と遭遇したことである。1967

後、数々の多彩な研究がなされて来たのはこの特集

年に発表されたこの論文は、外部磁場ゼロという

号に見られる通りである。

NMR の技法とは無関係の「アカデミック」なスピ

ン緩和を扱っているため、NMR の国際会議で発表
されたにもかかわらず、10 年以上にわたり世の中
から全く注目されたことはなかった。しかし、磁性
体でしばしば見られるスピン回転シグナルの無い現
象に悩まされ続けていた我々にとって、この理論は
救世主のようであった。特に、スピンの z 成分が、
内部場の静的極限ではガウス型緩和の後 1/3 に回復
し、「久保̶鳥谷部の尾」を示すこと、さらに、そ
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「KEK-MSL の果たした役割」

KEK 客員教授
ダイヤモンドフェロー・名誉教授

永嶺

謙忠

1978 年から始まり 2005 年度に活動の終焉を迎えた

て、カスケード陽子加速器の中間段階からの陽子

KEK 中間子科学・ミュオン科学の果たした歴史的役割

ビームの余剰利用を本格的に実現した。12 GeVPS

と成果について要約を試みることとしたい。既に同様

の加速の待ち時間を有効利用して、500 MeV の陽子

の題目の講演を PS シンポジウム「陽子加速器で探る

を得ている。その後の陽子加速器利用の模範となっ

自然の謎」で行い、その際の講演要旨が別途掲載され

た。一方、中性子施設との共存のあり方としては、

ているが、ここでは記述を客観的にして他分野との関

｢分岐｣ をとり、｢串刺し｣ を取らなかった事が反省

連も加味して述べる事としたい。

点としてあげられる。RAL、PSI、J-PARC など串刺
しが一般的となっている。

1．新しい研究体制・研究環境の実現

2.2.

陽子シンクロトロン利用パルス状ミュオン

ビーム技術の開発としては、シンクロトロンから
1.1.

共同利用研のなかの大学

1996 年までは、KEK の中で東京大学理学部付属

の陽子ビームを使って、良質なパルス状ミュオン
を発生し利用する実験施設を初めて実現し、RAL、

研究施設として存在し、施設固有の研究に加えて、 J-PARC の模範となった。そのために大型超伝導技
共同研究の形で外部ユーザーの研究がおこなわれ

術を駆使し、超伝導ミュオンチャネルを実現した。

た。そのための実験審査委員会も組織され、150 も

静電分離器付の表面ミュオンチャネルも作られ、

の実験課題が審査された。一方、ミュオン科学とい

KEK-MSL はミュオン実験施設の標準モデルとなっ

うこれまでに存在しなかった萌芽的研究が、東京大

た。

学の諸先生との学術的交流に支えられ、発展をとげ
る事が出来た。この共同利用研内の大学という概念
は J-PARC の様により巨大な加速器施設において重
要なものになるはずである。

2.3.

ミュオンビーム技術の開発

続いて幾つかの最先端ビーム技術の開発を行っ
た。①超低速正ミュオンビームは、真空中のミュオ
ニウム発生とそのレーザー解離という二つの技術開

1.2.

物構研のなかのミュオン科学

1997 年に KEK に統合されて、放射光・中性子と

発をへて実現した。A.P. Mills と S. Chu 両氏の参加
と指導があった。その後、KEK での陽子ビーム直

共に、加速器ビームによる物質研究のための共同利

結型から、理研 RAL での 2 次ライン利用型に進み、

用機関、物構研を形成した。その後同様の組織が

ビームの良質化が行われている。PSI の希ガス固体

PSI、RAL 等で進められている。このような学術的

薄膜減速材法と共に低速ミュオンの手法として確立

連合体が本当に成果を挙げるためには、さらなる努

しつつあり、J-PARC での発展が期待される。②大

力が必要になろう。

オメガでは、超伝導コイルを生成標的に近接して配
置して、1 str の立体角を実現し、通常のビームチャ

２．陽子加速器の新しい利用法の確立

ンネルの 20 倍の効率でミュオンビームを引き出す
ことが出来た。これらの技術は、J-PARC でより一

2.1.

陽子シンクロトロンの余剰利用

この施設では、中性子施設とともに世界に先駆け
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３．KEK-MSL ミュオンが先導した新しい科学研究
；原子分子・物質科学・生命科学など

電子の運動をミュオンがとらえるので、物質中の電
子の微視的運動を高感度に捉えることが出来る。長
時間域の μSR 測定の特性が生かされている。この

パルス状ミュオンは、通常のミュオンに比べて次

手法を用いて、蛋白質・DNA 中の電子伝達の研究

ぎのような優れた特徴を持っている：①長時間域（平

に拡張され、様々な結果を得ている。ヘム蛋白質の

均寿命の 10 倍以上）の μSR 測定が可能；②位相敏

ような巨大分子の中でミュオンの占める位置が、選

感測定、即ち巨大白色雑音下の微弱信号の観測；③

択的にヘム鉄の近くに配位することが助けになって

レーザー・高周波などの極端実験条件との結合が容

いる。

易。これらの特徴を生かした実験で成果を挙げるこ
とが出来た。より詳しくは、後に続く諸氏の報告を
参考にされたい。
3.1.

ミュオン触媒核融合

４．J-PARC でのミュオンと新たな挑戦
− J-PARC MUSE で何が可能になるか−
新しいビーム技術の進展と、それによる科学研究

パルス状ビームが可能にした巨大白色雑音下の微

の大きな進展が期待できる。直線状 mm 以下の径

弱信号観測の特性を生かして、D-T 混合系の中で起

で、10 MeV 以上のミュオンビームの実現とそれを

こるミュオン核融合において、エネルギー生産性の

用いた超高圧物性・脳機能研究。大強度超低速ミュ

限界を示すミュオンアルファ付着率に直結する信

オンによるスピントロ二クス物質の開発；光学的手

号を観測することが出来た。実験は、KEK・原研・

法では測定不能な Si､ Ge､ C などの中の伝導電子

LANL･RAL の協力で行われた。その後の理研 RAL

偏極を調べる。100 MeV ミュオンによるラジオグ

や TRIUMF での成果をふまえて、ブレークイーブ

ラフィーの産業利用。

ンへの展望が得られている。；高温高密度で付着率
の減少と、オルソパラ制御でサイクル率の増大を図
る。熱核融合やレーザー慣性核融合に比べ、小規模

５．おわりに
；より広いミュオン科学の発展をめざして

の基礎実験のみが行われてきたが、常に大発展への
期待を秘めているので、着実な進歩を積み重ね、将
来に繋げてゆく必要がある。

国 際 的 連 携。 特 に ア ジ ア 諸 国 と の 協 力。KEKMSL では、これまでに世界最高レベルの欧米の研
究者の参加を得る事が出来た。アジアとは国際化の

3.2. 物質科学
盛んに実験がおこなわれたので、幾つかの代表的

進んだ先進国経由の連携にとどまっている。より組
織だった連携が望まれる。

研究のタイトルを挙げるのみとし、詳しくは後の報

産業利用にむけて。ミュオンの強い透過性や磁気

告を参照されたい。微視的磁気プローブとしての

プローブ性を使って、大型物体のラジオグラフィー、

ミュオン利用は、物質・物性研究の手法の一つとし

スピントロ二クス物質の開発、脳機能研究など、産

て確立した感がある。①高温超電導体・エキゾチッ

業界や生物医学界に実用化される可能性がある。

ク磁性体の微視的磁性。La 系、Y 系、Bi 系の磁気

人材育成。KEK-MSL は施設内のスタッフ・学生

相図の決定や、重い電子系での基本的相互作用を見

に加え、延べ 200 人を越える利用者によって、ミュ

つけることが出来た。②軽粒子ミュオンの金属中の

オン科学の科学者集団を形成してきた。加速器や

量子拡散や、絶縁体中のブロッホ波状拡散の発見。

ビーム技術の進歩や研究対象の進展に伴い、必要

③ ZnO や GaN などの半導体中のミュオン中心の研

とされる人材は高度化し多岐化することとなった。

究により、微量水素不純物の効果の同定。

J-PARC 時代を迎えて、より逞しい若者の育成が不
可欠である。現在の KEK-MSL 周辺の最大の課題は、

3.3. ソフトマター中の電子伝達

この人材育成にあるといって過言ではない。しっか

導電性ポリマーであるポリアセチレンの μSR 研

りとしたロードマップを作り、大学・共同利用研・

究によりミュオン電子ラベリング法が開発された。

公民研究機関・産業界などが一体となってとりくむ

ソフトマター中で、減速中にミュオンが連れてきた

べきであろう。
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「KEK-MSL で得られた科学」

めクーパー対の 2 つの電子が同じところに来ること

強相関電子系と超伝導

が出来ず、BCS 型超伝導のような s 波超伝導ではな

日本原子力研究開発機構
先端基礎研究センター

髭本

亘

く、p, d, f 波などの超伝導状態が実現していること
が多くの系で提案されている。例えば HTSC にお
いては d 波の超伝導が提案されており、実験的にも
多大な検証がなされている。これらの超伝導はさら
に複雑な組み合わせが可能で、新奇な超伝導状態が

1．強相関電子系

出現する。また磁気相関が大きな役割を果たしてお
り、磁性と超伝導の関連を知ることが超伝導の理解

固体中の電子はブロッホ状態にあり、自由電子近

には重要である。

似がよく成り立つことは多くの物質で見られてい

これらの系において μSR は主として磁気的な側

る。しかし実際には電子間のクーロン斥力により互

面の解明に貢献してきた。「がんじがらめで動きも

いに反発しあい、そのような電子間の相関は電子の

ままならない」ような状況では磁気的にも通常と異

動きに大きな制約を与える。このようなフェルミ流

なる場合があり、その結果として微弱な磁性、動的

体としての振る舞いは電子系の性質に様々な影響を

な磁性、相分離状態など通常のバルク測定では検出

与える。電子相関は多体効果として様々な形で現れ

が困難な状況が出現する。また超伝導状態でも磁気

ることが知られており、例えば近藤効果など顕著な

相関が重要な寄与をするだけでなく、超伝導自体も

性質として発現する。フェルミ流体の関係が破綻を

BCS 理論の枠を超えた異方的なギャップ構造を持

きたすような場合すらある。これらはまとめて強相

ち、様々な対称性の電子対を形成する。これらの観

関電子系と呼ばれ、現代の固体物理のひとつの大き

測には μSR は有力な手法であり様々な系において

な流れを作っている。以前は希土類化合物とアクチ

大きな情報を与えている。特に微弱な変化を追う場

ノイド化合物、特に「重い電子系」と呼ばれる電子

合にはパルスミュオンは極めて強力な手法と成り、

相関に由来して電子の有効質量が極端に大きくなっ

多くの物質の本質を探るのに μSR は有効であった。

た物質群が代表的なものであったが、高温超伝導体

本稿では KEK-MSL でどのような強相関電子系物質

の発見以来その流れは変わり電子相関の役割の重要

において μSR 測定がなされたかを振り返る。

性がさらに認識されるようになった。しかしながら
その理解は容易ではなく、今のところ「解明」には
程遠い状況にあるといえるであろう。現在高温超伝

２．スピンと軌道状態の探索

導の発現機構の解明がひとつの大きな目標ではある
が、その目標に向かう途中で様々な新概念、新現象

UT-MSL ニュースレターを紐解くと、最も初期に
行われた研究として CeB6 の磁性研究が挙げられる

が見出されている。

超伝導研究に目を向けた場合、強相関電子系が与 （Nagamine ら ’83）。CeB6 は最も重要な希土類化合
えた影響は計り知れないものがある。まず重い電

物のひとつであり、ここでは CeB6 の II 相（AFQ 相）

子系における超伝導は 1979 年に CeCu2Si2 において

が非磁性の相であることを述べ、またスピンダイナ

初めて見出され、1986 年に銅酸化物高温超伝導体

ミクスを報告した（後にこれはさらに詳しく調べら

（HTSC）が見出された。これらの物質群の発見に

れ、4f 電子のダイナミクスについての詳しい知見が

より超伝導研究は新しい局面を迎えることになる。 得 ら れ た (Kadono ら ’00)）
。 ま た（Dy, Gd, Pr）Al2,
強相関系における超伝導は、強いクーロン斥力のた
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れ、臨界現象の観測などがなされた（Kalvius ら’83,

その他では金属非金属転移の起源を探る研究がな

’84）。これらの研究を端として、f 電子系を中心と

され、PrRu4P12 では 4f 電子のダイナミクスが（Saha

した μSR による研究が行われるようになる。f 電子

ら ’03）
、SmRu4P12 で は TMI に お い て 多 極 子 転 移 に

系の研究は 90 年代に入り、重い電子系を中心にし

伴 う と 考 え ら れ る 内 部 磁 場 が 観 測 さ れ た（Ito ら

た研究が行われるようになり、特に代表的な構造で

’06）
。CeOs4Sb12 では低温における異常が磁気秩序で

ある ThCr2Si2 型の物質で多く取り上げられた。中で

あることを明らかにした（Saha ら ’03）
。また LiV2O4

も Ce(Ru1-xRhx)2Si2 は代表的な重い電子系物質であ

では重い電子状態の起源を探り、スピンダイナミク

り、x の変化、即ち化学圧力の変化で微弱な磁性、 スの存在を見出した（Koda ら ’01-’03）
。重い電子系
SDW、非フェルミ流体、逐次相転移の磁性との変

SmOs4Sb12 では強磁性状態が磁気的基底状態である

化をするために、その各領域で μSR 測定がなされ

ことを明らかにした（Aoki ら ’05）
。UGa3 では反強

ている。CeRu2Si2 では 100 K 以下で動的な磁気相関

磁性転移点近傍で異常な磁気的振る舞いが観測され

が 見 ら れ（Sekine ら ’93）、CeRh2Si2（Yamamoto ら （Kambe ら ’03）
。また (Sr, Ba, Ca)Fe4Sb12 では強磁性状
’98、Higemoto ら’02）では明確な磁気秩序が観測さ

態が試料の一部で起こっていることが明らかになり

れている。そしてこれらの置換系の Ce(Ru1-xRhx)2Si2 （Matsuoka ら ’04）
、PrPt5 では超伝導の探索とともに
で は x=0.03（QCP 近 傍 の 磁 気 相 関 の 観 測 Miyako

f 電子との混成により増強された核磁性に起因した

ら ʼ97, 低温での微弱な磁性）x=0.05（SDW 転移の

磁性が観測された（Ito ら ’05）
。さらに CeCoGe3-xSix

観 測 Yamamoto ら’98）x=0.15（SDW 転 移 の 観 測

では非フェルミ流体的振る舞いをするにも関わらず

Murayama ら’91, ’97 ）
、x=0.5 非フェルミ流体的振

磁気秩序が観測された（Krishnamurthy ら ’98）
。

る舞い（Yamamoto ら’99）などの測定が行われ、一
連の物質群の磁気的な性質を解き明かしていった。
また同型物質での研究も多い。YbRh2Si2 では量子臨

３．重い電子系などの異方的超伝導

界点近傍のスピンダイナミクスの研究がなされ緩和
率の logT 依存性が確認された（Ishida ら ’00-’02）。

重い電子系の超伝導は CeCu2Si2、CeCu2(Si1-xGex)2、

CeGe2Ni2 では超伝導状態の探索がなされたが見出

UPt3、PrOs4Sb12、(Pr1-xLax)(Os1-yRuy)4Sb12、URu2Si2、

されず磁気的な振る舞いのみが観測され（Koda ら

CeIrIn5、CeCoIn5 についての測定が行われた。重い

’00）、UCu2Si2 では特異な逐次相転移を持つ磁気

電子系超伝導で最初に発見された CeCu2Si2 では磁

秩 序 の 観 測 が な さ れ（Higemoto ら ʼ05-’06）、ま た

性の重要性が認識されていた。KEK-MSL では A 相

類 似 構 造 の UIr2Si2 で は 磁 気 秩 序 の 成 分 比 の 決 定

と呼ばれる量子臨界点近傍の状態に着目して磁性の

（Amitsuka ら ’06）がなされた。さらに URu2Si2 では、 体積分率の温度変化等が明らかにされた（Koda ら
”hidden order” と呼ばれる隠れた秩序状態の研究が

’99）
。UPt3 では零磁場中の測定が丹念に行われ、10 K

なされた（Amitsuka ら ’00）。四極子の秩序、ある

から 8 mK にいたる超低温域まで温度依存性がないこ

いはその他磁性が主役ではない相転移の場合その検

とが明らかになり、スピン 3 重項で非ユニタリー超

出は容易ではなく、本質が明らかにならない場合

伝導が提唱されているが時間反転対称性の破れは観

”hidden order” と呼ばれる。URu2Si2 では hidden order

測されていない（Higemoto ら ’00-’06）
。これに対し

以下で微弱な磁性が観測され、僅かな体積分率によ

て PrOs4Sb12 では超伝導状態で微弱な内部磁場が出

るものとされた。他にも四極子秩序と考えられる

現することが観測され、時間反転対称性の破れた超

系での実験が行われた。CeAg（Hyomi ら ’87-’88）、 伝導状態にあることの証拠と考えられている（Aoki
YbAs（Hashi ら ’00）、UCu2Sn（FQ? Higemoto ら

ら’03）
。さらに置換系である (Pr1-xLax)(Os1-yRuy)4Sb12

’99）
、PrFe4P12（AFQ? Aoki ら ’02）PrPb3 （AFQ? Ito ら

では非通常型（x=0 または y=0）から通常型の超伝

’06）などについて四極子秩序の研究がなされた。 導へどのように変化していくかが調べられ La 置換
これらでは転移点において明確な静的内場の発生が

系と Ru 置換系とで振る舞いが大きく異なることが

見られず、四極子転移の証拠になると考えられる一

明 ら か に な っ た（Tsunashima ら ’04、MacLaughlin

方で転移温度またはその近傍において微弱な動的磁

ら ’06）。 パ ル ス ビ ー ム は こ の よ う な 微 弱 な 変 化

場の発生などが見られる場合があり、その全貌の解

を追うのに適している上に、他施設よりも零磁場

明は今後の課題である。

状態を正確に作れるため、磁場への応答が極端に
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大きい超伝導状態における研究には秀でていた。 温超伝導体研究の基礎の一つを作ったと言って過言
さらに Sr2RuO4 でもこのような時間反転対称性の

ではなく、このような相図作りは最近でも平坦な

破 れ た 超 伝 導 状 態 が 見 出 さ れ て お り、KEK-MSL

CuO2 面 を 持 つ Ca2-xNaxCuO2Cl2（Ohishi ら ’03）、 ま

においても丹念な検証実験が行われ、再確認され

た同型の Ca2-xNaxCuO2Br2（Kuroiwa ら ’04）におい

た（Higemoto ら ’99、Ishida ら ’06）。しかしながら

て行われるなど異なる特徴を持つ系においても相図

KOs2O6, RbOs2O（Koda
ら ’03）や YNi2B2C（Higemoto
6

の普遍性を見出している。さらに磁性との共存、競

ら ’03）、NaxCoO2yH2O, Nax(Co, Fe)O2yH2O（Higemoto

合が量子臨界点との関連など新しい視点も含めて

ら ’04-’05）などそのような可能性がある系の超伝

行われている。例えば La2-xSrxCuO4 の低ドープ側の

導において探索が行われたが見いだされず、対関数

磁性と超伝導の関連が調べられた（Ishida ら ’02）。

に制限を与えることができた。さらにまた重い電子

Sm2-xCexCuO4 では希土類サイトの磁性と超伝導の関係

系の超伝導体 CeCoIn5、CeIrIn5 共に零磁場での μSR

が調べられ、それらは競合関係にあることが観測され

実験および磁場侵入長測定が行われ（Higemoto ら

た（Sasagawa ら’06）
。多層系である HgBa2Ca4Cu5Oy、

’01）、それ以前の実験で見られていた時間反転対称

TlBa2Ca4Cu5Oy 系では層毎に磁性と超伝導の性質が異

性の破れた超伝導状態にあるとの μSR 実験を否定

なるなど違った角度からの磁性と超伝導の共存も研

し、電子対対称性の決定に寄与した。

究された（Tokiwa ら’02-’03）
。また電子ドープ系につ
いても磁性と超伝導の相関が研究され Pr1-xLaCexCuO4
において磁気相図が得られた（Fujita ら’00）。
La 系においてはキャリアー数が銅原子あたり 1/8

４．高温超伝導体

の部分だけ明確な磁気秩序が観測されていた。この
μSR による高温超伝導研究は、主として 3 つに

ような 1/8 問題も実は先見的な μSR による観測が

分けられる。(1) 磁場侵入長測定によるもの、そし

大きな意義を持っていたことは間違いない。当時は

て (2)1/8 近傍の磁性や超伝導と共存、競合した磁

不均一性などと区別が付かず、本質的な現象ではな

性などエキゾチックな磁気的状態の探索、さらには

いものと考える向きもあった。しかしながら近年ス

(3) キャリアー量との関連の相図を明らかにするも

トライプ構造が提案されると俄然 1/8 問題は脚光を

のである。KEK-MSL ではパルスミュオンの特性上

浴びるに至ったが、μSR ではその遥か以前に磁気的

(2)、(3) が主として行われた。発見当初高温超伝導

な異常を捉えていたことになる（Kumagai ’88-’93）。

が磁性相と隣接して発現していることを見出したの

このような 1/8 異常は La 系でのみ見られていたが、

は μSR である。このとき初めて明らかになった相

Y 系や Bi 系でも銅原子あたりのキャリアー濃度が

図は非常にインパクトの強いものであり、そのため

1/8 付近において磁気的な異常が見られることが

当初は大いに疑いの目で見られていたとのことであ

μSR により明らかになり、La 系も含めて様々な系

る。当初は多くの実験がキャリアー量を変えた多数

で x=1/8 付近の磁性が研究され、その本質の解明が

の試料を用意し磁気相図の作成を行った。このよう

試みられた。ここでは (1) La 系以外における磁気異

な相図は YBa2Cu3Oδ（Nishida ら ’87, ’88 磁気相図）
、 常の探索、(2) Cu サイトを Zn や Ni に置換し動的磁
La2-xSrxCuO4（Katsumata ら ʼ87、Torikai ら ’88-’91、 性を止める試み (3) 過剰酸素によるホールドープ系
Kumagai ら ’88-’93 磁気相図）
La2-xBaxCuO4（Kumagai
、

(4) CuO2 面の構造を変化させる、といった研究が

ら ’90-’93 磁気相図）
、 Nd1+xBa2-xCu3O7（Takita ら ’88

系統的になされた。(1) としては例えば YBa2Cu3O7-δ

磁気相図）
、Bi2Sr2Y1-xCaxCu2O7（Nishida ら ’88, ’89 磁

の p=1/8 付近での磁気異常が見出された（Koike ら

気相図）
、YBa2(Cu, Fe)3Oy（Ishikawa ら ’88、Matsui ら

’98, ’99）のをはじめとした系の実験が行われ、1/8 異

’89、
Saitovish ら’89 磁気秩序の確認）RE2CuO（RE=Pr
4

常に伴う ( 準 ) 静的な磁気秩序が La 系固有ではない

(Yoshinari ら ’91)、Sm (Yoshinari ら ’91)、Nd (Akimitsu

ことが明らかになった。(2) では主として非磁性の

ら ’91) RE サイトの磁気秩序）
、HoBa2Cu3O7（Schenck

Zn 置換が行われ、La2-xSrxCu1-yZnyO4（Arai ら’99-’02、

、YBa2(Cu1-yZny)3O7-δ
ら ’90, ’91 Ho サイトの磁気秩序）など多数行われ、 Watanabe ら’99、Koike ら’00-’04）
Bi2Sr2Ca1-xYx(Cu1-yZny)2O8+δ（Watanabe ら
、
磁気秩序状態の観測が試みられ大きな成果を挙げ （Akoshima ら’00）
た。特に Y 系や La 系における磁気相図の作成は高
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Koike ら’00）
、La2-x-yEuySrxCuO4（Arai ら’99、Goko ら’03）
など測定された。これらでは Zn 置換によりいわば動
的なストライプがピン止めされたような状況になるこ

磁 性

とが見られた（これらの詳しいことは文献 1 を参照さ
れたい）
。(3) では La1.8Nd0.2Cu1-yZnyO4+δ の研究が行われ

KEK 物質構造科学研究所

(1) や (2) の特徴も確認された（Koike ら’01-ʼ02）
。
高温超伝導体と深いかかわりを持つ物質も多く取

ミュオン科学研究施設

り上げられた。2 本足スピン梯子系 La1-xSrxCuO2.5 や

幸田

Sr14-xCaxCu24O41 では磁気相転移が観測され（Ohishi ら

章宏

’97）また 4 本足梯子 La2Cu2O5 でも磁気秩序が観測さ
れた（Matsuda ら ’98）
。偶数本足の梯子系では梯子

思い出話は本特集の主旨からはずれるのだが少し

内の磁気相互作用による磁気秩序が無いと予想され

だけ……。筆者は 7 年前、突然、ミュオン実験にか

ているためこれらの磁気秩序は梯子間の相関による

かわる様になった。それまでのミュオン科学の研究

物と考えられる。また Ca2-xSrxRuO4 と Sr3Ru2O7 では

成果やバックグランドについて大して知識もなかっ

磁気的状態が調べられ、基本的には非磁性にあると

た筆者は、とにかく μSR とは何なのかを知ろうと

考えられる結果が得られている（Ishida ら ’02）
。ま

固体物理の μSR 特集号を読んだ [1]。μSR 法の原理

たペロブスカイト構造を持つ MgCNi3 についても強

から当時の先端の研究成果まで、それは内容も非常

磁性的な磁気相関が見られている（Uehara ら ’03）
。 に多彩で密度の濃いものであった。今でもミュオン
科学のレビューとしてページをめくることはある
[2]。
終わりに

− J-PARC への展望−

この特集号の発行は 1991 年。KEK-MSL（当時は
正確には東大中間子であるが、簡単のために以下で

以上眺めたように KEK-MSL における実験は強相

も KEK-MSL と呼ぶことにする）が動き始めておよ

関分野をほぼ網羅している。今後も J-PARC におい

そ 10 年である。この特集号で報じられている研究

てこれらの研究はなされていく。近年の強相関電子

成果の全てが KEK-MSL で得られたものというわけ

系の進歩は極めて早く、ひとつの興味深い試料が見

ではないが、多くの理論家をも巻き込んでミュオン

つかると瞬く間に全ての測定がなされ、μSR は若干

という新たなプローブの一大ムーブメントが巻き起

の遅れを取ることが多かった。J-PARC の強力なビー

こっていたことが窺い知れる。また研究内容それぞ

ムはこのような状況においても十分に対応できるも

れについても、じつに「教科書的」とも言えるもの

ので、キャラクタリゼーションの一つとして機能す

ばかりで、いかに μSR 法が鮮烈なデビューを飾っ

ることが期待できる。

たかが分かる。

強力なビームは μSR 実験のあり方も変わる。キャ

何故、かくもミュオンは、この短期間で広い研究

リアー量依存性は細かくなり、また微弱な変化は精

分野に浸透しえたのだろう。「それはミュオンの観

度が上がる。圧力実験にも有利である。このような

る時間領域が……」などと筆者がいまさらの御託を

状況でますます需要が増え良い成果が得られること

並べるまでもなく読者諸氏はご存知のことだろう。

を期待する。

ここでは少し違う角度から考察してみたい。本稿の
テーマとして与えられた「磁性」の範囲をやや踏み

なお、ここに取り上げた研究は主として UT-MSL

出してしまうかもしれないが、ご容赦願いたい。

ニュースレター及び KEK-MSL REPORT を参考にした。 一つ目のキーワードとして筆者は「低温」が挙げら
そのため見落とし等があることをご容赦いただきたい。 れるのではないかと思っている。特に磁性という分
野においては低温という試料環境は切っても切れな
い関係にある。ごく初期の、物質中に打ち込んだミュ
参考文献

オンの超微細結合を観測する研究から始まり、ミュ

[1] めそん 23「特集高温超伝導」(2006).

オンの磁気プローブとしての役回りは有名な MnSi
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において久保−鳥谷部緩和関数の確認によって確

次のキーワードは、この「素地」に模様を描いた

立された [3]。この実験ではさらに低温下 Tc 近傍で

人たちであろう。言うまでもなく、日本は伝統的に

のミュオン緩和率の発散を見出し、この系において

磁性の研究が盛んであった。ミュオンというプロー

SCR 理論が成立することを示すことまでなされて

ブが颯爽と現れた当時の磁性の主要な研究テーマの

いるのである。驚きである。私たちも今日、ごく当

一つがスピングラスであり、μSR がこのような乱れ

然のように低温下で μSR 測定を行っている。しかし、 た磁性をもっとも得意とすることはまさにタイム
そのことが μSR 実験の初期も初期、MnSi の測定に

リーであったと言うより他ない。Uemura らによっ

おいて低温実験まで一連の流れとして遂行されてい

て μSR がスピングラスの動的特性についても有効

たのである。このことは Nagamine, Nishida らといっ

な ツ ー ル で あ る こ と が 示 さ れ [6]、Itoh, Torikai ら

た低温実験のエキスパートがミュオン実験の初期か （Fe1-xCoxTiO3 ’84, Fe1-xMnxTiO3 ’85, MnSb/Sb ’90）、
ら関わられていたことと無関係ではないと思ってい

Miyako, Murayama ら (ZnMn ’85, Hf1-xTaxF2 ’89) といっ

る。さも自然のごとく低温実験が実現しているが、 たスピングラスの専門家がミュオン実験に次々と参
ビーム窓、輻射シールド、カウンターの配置 etc. 試

入されることとなった。その後、諸先生方が KEK-

行錯誤があったのではないだろうか。いつかまたお

MSL のパワーユーザーとしてアクティビティーを

酒でも飲みつつ当時の苦労話の一つや二つ、ゆっく

支えてこられたことは読者諸氏もよくご存知のこと

りとお聞きしたいものである。

と思う。さらに時代は高温超伝導銅酸化物の発見を

ひとつだけ誤解のない様に断っておかなければな

経て、そして今や空間的に不均一な磁性というのは

らない。この MnSi の実験は KEK-MSL の立ち上げ

強相関分野を巻き込んだ重要なキーワードとなって

に先んじて TRIUMF で行われたものである。その

いる。科学史的にも興味深いこの発展を μSR は傍

後、KEK-MSL が稼動すると、パルスミュオンの利

らで眺めていたことになる。

点を活かして、より詳細な研究が行われた [4]。こ

もちろん時勢を得たということも重要ではある

の研究活動を支えた KEK-MSL の超伝導ソレノイド

が、何よりこの施設が国内にあったという事実も忘

ミュオンチャンネルや、超伝導ヘルムホルツコイ

れてはならない。例えば、低次元磁性は低次元その

ル（SHC）とその前身、超伝導縦磁場コイル（SLC） ものに由来する不安定性や、二次元三角格子に代表
もまた低温の技術に裏打ちされたものであったこと

される磁気フラストレーションの研究など多種多彩

は言うまでもない。

な現象を対象とし、国内にも多くの研究者がいる分

また KEK-MSL の初期から希釈冷凍器を用いた

野であるが、一方でより理想に近いモデル磁性体を

研究が盛んに行われていたことも特筆すべきだろ

手に入れるべく、じつに多様な物質が研究者らに

う。ミュオン量子拡散の実験は初期の目玉であっ

よって合成されている。これら数多くの物質をいざ

た。最近においても Ohira らの有機磁性体の μSR に

μSR で調べてみようという時、ミュオン実験施設が

よる研究が挙げられる（’97,’ 98）。今日では強相関

海外にしかないのではなかなか気軽に測定に臨む

系としての側面も注目されているが、より本質的に

ことなどできなかったのではないだろうか。KEK-

弱く等方的な磁気相互作用を調べるという点におい

MSL が国内にあったからこそ、研究者の思いつい

て、希釈冷凍器を用いた実験は必須であった。事実、 たあらゆる研究の芽を摘むことなく実現へと導くこ
Ohira らはいくつかの TEMPO 誘導体において極低

とができ、また低次元磁性の大きなコミュニティ

温下での磁気秩序を自発的内部磁場に対応するミュ

を巻き込んでの活発な研究を生み出したのだろう。

オンスピンの回転として観測している [5]。もちろ

Mekata, Ajiro らは KEK-MSL の比較的初期からこの

んこれ以外の強相関系の実験も含めれば枚挙に暇が

分野でのミュオン実験を続けてこられた（CsCoCl3

ないが、詳細は本特集の髭本氏の記事を参照して欲

’88, CsNiBr3 ’90, CuCrO2, CuFeO2 ’91-’93, BaVS3 ’97,

しい。

ACu2(PO)4 ’98, Nd2Sn2O7 ’98, SrCr9(Ga1-xInx)3O19 ʼ99）。そ

つまり強調したいことは、私たち物性屋が測定を

の 活 動 が Kikuchi ら（Zn(Cr1-xGax)2O4 ’00, CaV2O4 ’02,

行う際に必要となる道具立て、いわば「素地」とで

Ni(333-tet)(μ-N3)(ClO4) ’04）、Asano ら（Sr3M(Pt, Ir)O3

も言うべきものは、ミュオン実験がスタートした初

’97, Cu-benzoate ʼ00）の実験へと繋がっていった。また

期の頃にはすでに用意されていたということである。 Motokawa, Nojiri らの強磁場 μSR 実験（’88）は非常
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にチャレンジングなテーマであり特筆すべきもので

あった。

ある。Murakami らによるグラファイト上吸着酸素

最後になるが、青学 Akimitsu グループのことにも

の磁性（’88）や固体酸素の磁性（’89）は非常にユニー

触れておきたい。磁性という言葉で括るのも困難な

クな研究テーマであり、その後、海外施設での追随

ほど幅広い分野に跨る活躍ぶりであるが、新しい物

実験も行われている。

質が生み出されたとき、それを国内の施設で気軽に

このように様々な物質に対して μSR 法は適用可

測定するということを実践していたのが Akimitsu グ

能であるということが浸透していくにつれ、それが

ループではなかったかと筆者は思う（超伝導関連

正のフィードバックとなり研究の裾野はより広がっ

は言うに及ばず Sr2VO4 ’91, CuGeO3 ’93, Tl2Ru2O7 ’98,

ていった。とくに Higemoto らによる二重スピン鎖

(Ca1-xLax)B6 ’99-’03, LaNiO2.5 ’99, CaB2C2 ’00, TiOBr ’02,

TlCuCl3（’97）や、Fukaya らによるハルデンギャッ

(Nd1-xCax)2BaNiO5 ’02）。さらに国内にとどまらず理研

プ 系 NiC2O4-2MIz（’97）、Ohira ら に よ る 純 有 機 磁

RAL や TRIUMF にも定期的に学生を送り出し、よ

性 ス ピ ン パ イ エ ル ス 系 p-CyDOV, p-CyDTV（’00）、 り μSR に深い洞察のもてる人材（というかミュオ
Maniwa らによる K ドープ Zeolite LTA（’01）、Manaka

ン実験に「タフ」なやつら？）を生み出してもいる。

ら に よ る F-AF 交 替 鎖（’02）、Ishida ら に よ る 二 次

きっとこうした人材の中から次のミュオン科学を担

元三角格子 NiGa2S4（’04）などのように、日本で発

う若い人たちが出てくることだろう。

見された物質についてごく自然と μSR 測定が KEK-

さて、とにもかくにも KEK-MSL ミュオン実験施

MSL においてなされていることは、国内唯一のミュ

設は長い歴史に幕を下ろした。そこで得られた成果

オン実験施設としてたいへん望むべき姿に近い貢献

をめそん誌上で総括せよなどという若輩者の筆者に

ができていたのではないかと思われる。

は荷が重過ぎる命令がきて、今こうして頭を抱えな

なお、ここに挙げた実験のいくつかは理研ミュオ

がら原稿を書いているわけである。もちろん最初の

ン研究室が主導的な立場を担った実験である。必ず

頃の状況など知る由もないので筆者の推測も多い。

しも μSR の専門家ではない研究者らにとって、理

見落としや勘違いもあると思うので平にご容赦願い

研ミュオン研究室がコラボレータとして果たした役

たい。

割は大きかったのではないだろうか。Awaga らの磁
性クラスター（’99）や Wada らの二次元カゴメ格子
（m-MPYNN 塩 ’97）についてのミュオン実験もそう

参考文献

いったコラボレーションによる成果である。一方、 [1] 固体物理 第 26 巻
KEK-MSL 自身でも μSR 専門家ではない研究者た

No. 11 (1991)

[2] 固体物理特集号を入門書とするなら、西田先生

ちとのコラボレーションを推進しようとした結果、

の書かれた教科書「物性測定の進歩 I」（丸善）

Inoue らとのキラル磁性体についての共同研究を生

は実践書として貴重である。

み出すことができた（’02）。
将来を展望してみると、これまでに述べた研究の

[3] R.S. Hayano et al., Phys. Rev. Lett. 41 (1978) 1743.
[4] T. Matsuzaki et al., Phys. Lett. 123A (1987) 91.

方向での益々の進展と、またこれまでにミュオンを

[5] S. Ohira, Doctor Thesis, University of Tokyo, 1991.

使ったことのない人たちに対する需要の掘り起しが

[6] Y.J. Uemura, UT-MSL report No.20, 1981.

重要であろう。他方、Yamamoto らの Au ナノ粒子の
実験（’01）、Zheng らの CuO ナノ粒子の実験（’04）
は磁性という枠組みを超えた「強相関電子系」「存
在と拡散」といった他の枠組みとの複合的なミュオ
ン科学の新しい領域を見出す可能性があるのではな
いだろうか。また同じく磁性という枠組みだけで
とらえるのは言葉が足りない気がするが、Nagamine
らによる血液の実験（’04）も今後の進展に注目し
てみたい。少なくとも黒い粉や金属のかけら相手に
実験をしてきた筆者にとってはインパクト十分で
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質が顕著となる。KEK-MSL では、その初期にパル
ス状ミュオンビームの最大の利点一つである、長時
間域での測定が可能であることを生かして、銅中で

存在と拡散

ミュオンの拡散速度の温度依存性を零磁場測定によ
り精密に測定することにより、低温領域でそれがふ

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

たたび増加することを明瞭に示した（Kadono）。
その後、研究は TRIUMF 等で展開され、アルカ
リハライド、GaAs 中でのミュオニウムの量子拡散、
超伝導相における量子拡散の研究への進展を見せる
（Kadono）。また関連ある話題として、KBr 中に正

1． はじめに

ミュオンを入射した際に生ずるルミネッセンスを測
定した研究もパルス状ミュオンの特徴を生かしたも

いつも思うのだが「存在と拡散」と呼ばれる研究

のとして興味深い（Kadono）。

領域はどのような分野をさすのかとあらためて問
われるとなかなかあいまいである。強いていえば
ミュオン（特に正ミュオン）が物質中に創り出す
特殊な状態・現象に着目し、その振る舞いを微視

3． 導電性ポリマー・生体物質中でのミュオンが創
り出すソリトン・電子伝達

的に理解したいという動機付けに基づく一連の研
究を示すのだと思われる。このような観点から従来、

ポリアセチレンにおいてミュオンがソリトンを創

KEK-MSL で行われてきた研究をとりあげるとする

り出すことが見出されたのも KEK-MSL の初期の大

と、代表的なものとして

きな成果の一つである
（Nagamine, Ishida）。このミュ

1) ミュオン・ミュオニウムの量子拡散

オンが誘起した電子の微視的運動をミュオン自身で

2) 導電性ポリマー・生体物質中でのミュオンが創

観測する手法は、その後、たんぱく質・DNA 等の様々

り出すソリトン・電子伝達
3) 絶縁体・半導体中でのミュオン・ミュオニウムの状態

な生体物質に適用範囲を広げていき、その電子伝達
等の機構解明に知見を与えた（Nagamine）。

などになるのではないだろうか。
また最近のテーマとしては、
4) プロトン伝導体・燃料電池における水素の振る舞い
をあげることができる。

4． 絶縁体・半導体中でのミュオン・ミュオニウム
の状態

なおこれらのテーマはそれぞれ、固有の研究の深
まりを示しており、また原著論文ばかりでなく研究

この分野には、様々の研究者がとりくんできため

当事者によるレビュー・解説もかなりの場合存在す

ため話題は豊富である。初期にはミュオニウムと

ることから、本稿ではその一部の研究について概要

いう対象そのものが新鮮であったのだろう。様々

を示すのみとする。

な物質中でのミュオニウムの存在の確定、その振

また各々の研究テーマについて、興味をもたれた

る舞いに関する研究が多い。このような研究の例

読者への便宜のため代表的な方のお名前を付記させ

としては超純水における長寿命ミュオニウムの発

ていただいた。当事者は皆さん現役でいらっしゃる

見（Nagamine）
、アルカリハライド、シリコン中で

のだから、ご本人から直接お話を聞くのが一番である。

のミュオニウムの反磁性ミュオンへの移行反応を共
鳴法における発見（Nishiyama, Morozumi）
、クオー
ツ、KDP 中でのミュオニウム 4 重極相互作用の研究

2． ミュオン・ミュオニウムの量子拡散

（Dawson,Nishiyama）
、固体水素のオルソ・パラ状態
制御下での μSR 研究（Higemoto）などがあげられる。

ミュオンの質量は陽子の 1/9 であり、その軽い質

また高温タングステンからの熱ミュオニウムの発

量のため、固体中でのふるまいはしばしば量子的性

見を契機とした、様々な金属・絶縁体からの熱ミュ
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オニウム生成機構の研究も KEK-MSL におけるユ
ニークな研究といえる（Matsushita）。
一方ここ 10 年ほどは、単なるミュオニウムの観

なった（Shimomura）。
これらの研究はさらに広範囲の半導体、絶縁体に
おける水素原子のエネルギー準位、電子構造につい

測に留まることなく積極的に新しい手法を開発し、 ての理論研究を促し、酸化チタン等の実用上極めて
隠れたダイナミクスを明らかにしようという試みも

重要な半導体、絶縁体の電気伝導性の起源について

盛んになされてきた。このような研究は物質中での

も水素原子がかかわるのではないかとの興味深い予

ミュオニウムの安定性、その生成機構に対して新た

想が提出されるにいたっている。最近、KEK-MSL

な知見を与えつつある。

においてルチル型二酸化チタン中にやはり浅いミュ

たとえば、光照射下における Si, Ge 中でのミュ
オニウムがその状態をドラスティックに変えるこ

オニウムが発見され、上記シナリオの妥当性が示さ
れてきている。

とが見出されたことは、大きな成果の一つである
（Kadono）。このことが経緯となり、KEK-MSL では、
レーザー照射ミュエスアール法が世界に先駆けて開
発された。この手法を用いて化合物半導体 GaAs 中

5． プロトン伝導体・燃料電池における水素の振る
舞い

のミュオンを微視的プローブとして従来試料の表面
近傍でしか観測されなかったフォトンリサイクリン

今後の進展が期待されるテーマとして、一連のプ

グ過程がバルク中の奥深くまで伝搬していることを

ロトン伝導体・燃料電池の水素をミュオニムでシ

見いだした（Shimomura）。

ミュレートするという立場の研究がある。例えば

一方、ミュオニムを光励起伝導電子のスピン状態

Nafion 等の系について系統的な研究が進行している

の測定に用いるプローブとしようとする新たな観点 （Sugiyama）。
からの研究も進展してきている（Torikai）。
そ の 他、 共 鳴 法 に お け る ミ ュ オ ニ ム 準 位 の
Double Quantum Transition の 観 測（Scheuermann）、
高電場下での半導体中のミュオニウム生成などの研
究（Nishiyama）がおこなわれてきている。
さて水素不純物がマクロな物性に対して大きな影
響を与えること明らかにした KEK-MSL での研究例
としてとして次のようなものがある。
半導体の物性制御で一番重要なのはその伝導性の
制御であるが、よく知られているように半導体の伝
導性は非常にわずかの不純物で敏感に変わるため、
そのような不純物原子の半導体結晶中における電子

MSL での化学研究

状態の理解は半導体物理の主要なテーマの一つであ
る。特に窒化ガリウム（GaN）,

酸化亜鉛（ZnO）

はワイドギャップ半導体のなかでも現在最も応用が
期待されている半導体材料であるが、従来から知ら

国際基督教大学教養学部理学科

久保

謙哉

れている問題の一つはその伝導性の制御の困難さで
ある。これらの半導体では良質の単結晶といえども

東大中間子施設の建設期から化学研究者に声がか

意図しない n 型伝導性を示してしまう。その原因は

けられ、工学部原子力工学科の田畑グループと原総

長年の謎だったのだが、最近になってこれらの半導

センターの伊藤グループ、理学部化学科の富永グ

体中に真空中に比べ体積にして約 1 万倍大きなミュ

ループと朽津・近藤グループが、初期のころから参

オニウム ( 水素原子の中の陽子を素粒子ミュオンで

加していた。筆者からは神話時代にあたるので、初

置き換えた状態 ) を観測することで、浅いドナーと

期のころの苦労は先輩たちからの伝聞でしか知らな

しての水素がその原因であるという証拠を明らかに

いが、汗と涙の日々が語り継がれている。ここでは
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筆者の知る範囲で、中間子施設で行われた化学関係

β- ジケトン錯体やコバルト錯体中のミュオニウム

の研究を紹介する。

に挙動と錯体の磁性の関係、アンミン錯体中でのア

最初期のテーマとして水中のミュオニウムの研究

ンモニアの回転運動とミュオンスピン緩和速度の温

があった。水は相変化とともにミュオニウムの収率

度依存性の研究、温度によって分子レベルで反磁性

が大きく変化することが知られていた物質であり、 と常磁性が変化するスピンクロスオーバー錯体の
また水溶液中の化学反応は、溶液反応の典型である。 μSR などの研究が行われた。また単独の電子が化
世界初のパルスミュオン施設として、その特徴であ

学種として存在する金属アンモニア溶液中でのミュ

る長時間にわたる低バックグラウンドを生かし、水

オニウムの生成率と電子濃度の関係などの研究が行

中のミュオニウムのスピン緩和速度の測定が行われ

われた。また磁性体の研究としては、
電通大の野上・

6

-1

た。得られた値は 0.05 × 10 s 以下という非常に小

石田グループが合成した有機磁性体の μSR が KEK

さなもので、水中でミュオニウムが長寿命であるこ

で開始され、その後の世界的な流れを作った。
負ミュオンを使った研究として、酒井陽一や久保

とを示した。
田畑伊藤グループは三宅康博を中心に、放射線化

謙哉らは、酸素や塩素、イオウを含む有機化合物中

学のバックグラウンドを生かし、ミュオニウムの生

での負ミュオンの各元素への捕獲率の化学状態への

成機構やミュオンラジカルの研究を行った。炭化水

依存性の測定を行った。パルスミュオンを利用する

素や四塩化炭素中での反磁性ミュオンの生成の研究

ために、ミュオン X 線を測定するのではなく、ミュ

や、縦磁場でカップリング法を使ったラジカルや

オン原子の生成によってミュオンの電子崩壊の分岐

ミュオニウムの化学種の生成率やスピン交換反応速

率が元素によって異なることを利用した寿命法を採

度の研究は、ベンゼンやヘキサフルオロベンゼンと

用し、有機化合物の電子状態と負ミュオンの捕獲率

ミュオニウムから生成するシクロヘキサジエニル

の相関関係を研究した。後に坂元眞一を中心として、

ミュオニウムラジカルを対象として行われた。また

ミュオン X 線測定による物体内部の非破壊元素分

東俊行を中心として、ミッシングフラクションが非

析法の開発が進められている。また負ミュオンの実

常に大きな液体である二硫化炭素中の研究や、また

験では、西山樟生・Wayne Dawson による水や氷、

シクロヘキサジエニルミュオニウムラジカルとベン

過酸化水素中の負ミュオンのスピン共鳴実験で、二

ゾキノンが反応してミュオンラジカルが反磁性ミュ

種類の共鳴信号が得られた実験などがある。最近で

オンに μSR の観測時間内に化学変化していく様子

は負パイオンの実験で実績のある大阪大学の篠原グ

を、西山樟生と開発した 500 MHz ミュオンスピン

ループによって、ミュオン X 線とともに、電子 X

共鳴装置を使って明らかにした。

線の同時測定がなされ、負ミュオン捕獲と生成した

気相でのミュオンの反応については、朽津近藤グ

ミュオン原子の状態の研究が行われていた。

ループの松下明、菅井俊樹を中心に研究された。気

以上ごく簡単に化学関係の研究を見てきたが、最

体ターゲットにミュオンを効率よく停止させて測定

近では世界的にも化学者を称する μSR ユーザーが

するために圧力をかけられる試料容器を必要とし、 ほとんどいなくなっている。放射線効果を気にする
圧力に耐えられる入射窓の作成など様々な技術的課

と、気相反応などのような結果がきれいに解釈でき

題を克服しながら研究が行われた。対象としては常

るテーマが見つかりにくいこと、錯体や有機磁性体

磁性分子である NO2 とミュオニウムの反応が中心

を合成して μSR のデータが必要な化学者は多いけ

で、アルゴンやクリプトンに NO2 を添加してミュ

れども、μSR 測定は物理系の研究者と共同で行っ

オンスピン緩和速度を測定し、ミュオニウムの反応

ているために、自身は直接タッチしないことを感じ

速度を求め、H との比較を行った。またミュオニウ

ている。化学系でも、測定は分光法の専門家にまか

ム（Mu）が NO2 との化学反応によって MuO を生

せる傾向が最近は強い。個人的には負ミュオン捕獲

成したり、MuO がさらに MuNO3 になる反応や、ミュ

によって元素が変わるというのは、通常では起こり

オニウムが NO2 とスピン交換する反応速度を測定

えない化学反応で、面白い研究ができると考えるが、

した。またアルゴンやクリプトンに塩素を添加して、 KEK では強度が不足していて現実的なテーマにな
ミュオニウムと塩素分子の反応速度の研究も行った。 りえなかったのではなかろうか。J-PARC MUSE に
富永グループでは、
酒井陽一や久保謙哉を中心に、 期待するところ非常に大である。
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さらに核構造の不確定さの影響が少ない測定量を選
ぶ必要がある。そのような量のひとつとして、偏極
12
がある。KEK 中間子では偏極した負ミュオンを C

素粒子・核・原子

12
核が吸収して生成される B 核の平均偏極度がミュ

オンスピン共鳴法を用いて測定された。測定はミュ

理化学研究所

12
オンの偏極方向に出る B 核のベータ線強度の異方

仁科加速器研究センター

石田

勝彦

性を検出することによって行われ、その結果から弱
い相互作用での軸性電流の部分的保存則 (PCAC) を
仮定した理論との一致が確かめられた [1]。この実
験では強力なパルス RF を用いてミュオンスピンの

1．はじめに

偏極の向きを制御することにより、他の実験が偏極
ミュオンの素粒子実験ではミュオン粒子自身の性

の制御を減偏極対照標的に頼っていたのと比べ、系

質（質量、磁気モーメントなど）やミュオン崩壊様

統誤差を大幅に改善し、パルスミュオンの利点が大

式（寿命、偏極、稀崩壊）が対象となる。ミュオン

いに発揮された。

と原子核の相互作用においては、ほとんどの場合負
ミュオンが対象となる。原子分子については、ミュ
オニウム、ミュオン原子分子が対象となる。KEK の

３．軽核ミュオン原子の超微細相互作用

ミュオンを用いて素粒子・原子核・原子実験を行う
際に、ビームのパルス的性質が考慮されねばならな

スピンが 0 でない原子核のミュオン原子では核ス

い。まず PSI や TRIUMF などのメソンファクトリー

ピンとミュオンスピンとの超微細相互作用に関わる

と比べると 1 桁以上平均ビーム強度が小さい。一方、 現象（状態のエネルギー分裂、スピン状態に依存す
ビームパルス中のミュオンは何桁も多いので、RF 共

る核吸収の違いなど）が顕著に現れる。横磁場下の

鳴法などが可能となる。パルスミュオンではミュオン

スピン回転スペクトルには、上下それぞれの準位で

を 1 個 1 個標的に止めて、その反応を追うというよ

のスピン回転と、上準位から下準位への遷移による

うな、原子核でおなじみの手法が使えないが、一方

減衰が現れる。準位間遷移速度は、原子番号が増え

同時に多数のミュオンが存在するために対バックグ

13
14
るにつれ一般的に増加する傾向にあるが、 C、 N

ラウンド比の向上が期待できる。このようなパルス

では異常に遅いことが判明した。ここでは長時間域

ミュオンの特徴を生かした研究成果を紹介してゆく。 測定でのパルスミュオンの有効さが生かされ、遅い
減衰率が精度良く求められた。遅い遷移の原因とし
ては、準位間エネルギー差が小さいために、オージェ
２．ミュオン核吸収と偏極

電子の放出による遷移機構が抑制されるためと解釈
された [2]。

弱い相互作用によって、負ミュオンには自然崩
-

壊（μ → eνν）以外にも、μ + p → ν + n を素過程と
するミュオンの核吸収が起こる。後者はレプトンと

４．ミュオン触媒核融合における α 付着反応

ハドロンを含む弱い相互作用であり、ベータ崩壊と
類似であるが、ベータ崩壊と比べて高い運動量移行

水素同位体中に負ミュオンを止めるとミュオン水

を持つ反応に敏感な性質を調べることができる。水

素原子、さらにはミュオン水素分子を形成し、分子

素標的での実験が行われているが、核吸収にいたる

内で水素核間距離が非常に短い（通常水素分子の約

分岐比の少なさと、後に述べるような水素中での複

1/200）ために、水素同位体の核融合が促進される。

雑なミュオン原子分子反応とからくる解釈の難しさ

通常ミュオンは核融合後に再利用できるが、反応時

がつきまとう。水素以外の原子核では核吸収の割合

に生成するアルファ粒子（ヘリウム核）へ負ミュオ

はほどほど大きくなるが、実験結果を素過程と結び

ンが付着してしまう割合が 1% 程度あり、その場合

つけるには、構造の良く知られた原子核を用いて、 は反応が止まる。1980 年ごろから、核融合中性子
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発生数から見積もったアルファ付着率が理論予測よ

でより強度の強い加速器ミュオンを打ち込み、核融

り大幅に低いことが問題となっていた。KEK 中間

合効率の上限を与えることでこの可能性を否定した。

子施設では、核融合中性子に加えて、より直接的に、
アルファ付着で生じるミュオン原子 X 線 (8.2 keV)
の観測を行った。8 keV 領域ではトリチウムのベー

５．ミュオン移行反応

タ崩壊に伴う制動輻射 X 線のバックグラウンドが
重なっており、パルス状にミュオンを入射すること
により、大幅な S/N 向上が期待できる。
まずは 1986 年に最初の実験が行われた。東大

ここでミュオン移行とは、いったんある原子核と
ミュオン原子を生成した負ミュオンが更に他の原子
核に移る現象を言う。これが起こるためには、最初

/KEK/ 理研と米国の S. Jones 氏らとの共同実験で、 のミュオン原子が相手核へ近づく際にクーロン反発
密封線源トリチウムを KEK に持ち込み実験が行わ

力が遮蔽される必要があるので、最初の捕獲が水素

れた。この実験では容器として用いた銅からの 8.03

の場合にのみ顕著となる。一般的に、この移行速度

keV の銅原子 X 線のバックグラウンドが重なって

はかなり速く、数 ppm の不純物でも顕著な影響が

しまったため、有意なピークの観測にはいたらな

現れるので、ミュオン核融合では特に注意すべき効

かった [3]。このため 1988 年に再度、東大 /KEK/

果である。水素からヘリウムへのミュオン移行では、

理研 / 原研の共同実験を行い、今回は銀板で容器に

中間ミュオン分子イオン（d Heμ）を経由した移行

内貼りすることにより銅 X 線を消し、高濃度高密

が理論予測され、特徴ある放射フォトンスペクトル

度 D/T 標的で初めてアルファ付着 X 線を観測する

も計算されていた。1986 年当時では、移行速度に

ことに成功した [4]。一方、ヘリウム 3 が次第に蓄

ついては実験と理論とがほぼ一致したものの、X 線

積してゆくために、ヘリウム 3 の影響を無視できる

は観測されずじまいであった。KEK 中間子では液

と思われる実験期間前半 3 分の 1 のデータに限った

体重水素にヘリウム 4 を加圧して溶かし込み、負

解析を行い、当初の目論見よりは少ない統計量と

ミュオンを止めたところ、難なく観測に成功した [6]

なった。しかし、この 2 回の実験での経験と反省が、 （図 2）。また、これに引き続き、水素とヘリウム同
後の理研 RAL ミュオン施設でのミュオン核融合研

位体の組み合わせをいろいろ変えて実験を行ったと

究に大きく生かされ、アルファ付着の精密決定 [5]、 ころ、移行中に放射性フォトンを出す割合が同位体
ヘリウム蓄積効果、tt 核反応などの研究が大きく展

に大きく依存することを見出した [7]。これに関し

開することとなる。

ては、エネルギーを放射性フォトンでなく粒子運動

また、1989 年に常温核融合の発表があり、その理論

に与える移行過程が軽い同位体ほど優勢となるとい

説明の一案として宇宙線ミュオンが Pd 中で水素核融合

う理論計算を上村正康氏が実験と全く独立に同じ研

を触媒する可能性が提唱された。これについて、KEK

究会で発表するという奇遇が生じた。

500
Photon Energy Spectrum (Background Subtracted)

COUNTS

COUNTS

200

0

Liquid D2 + 4He (430 ppm)

100

0

-500

6

8

10

4

図1

濃度 30% の液体 D/T 標的中のミュオン触媒核融合反応後
のアルファ付着に伴う X 線スペクトル [4]。ヘリウム蓄積
の少ない最初の 3 分の 1 期間のデータのみを利用している。
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PHOTON ENERGY (keV)

ENERGY (keV)

図2

KEK-MSL で初めて観測された、ミュオン水素ヘ
リウムイオン (μdHe) の存在を示す放射性フォトン
スペクトル [6]。
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また、水素同位体相互間のミュオン移行反応が励
起状態にいる間に起こっているという理論計算があ
り、これを確かめるための実験が行われた [8]。実
験結果は、励起状態間移行が熱エネルギー運動を仮
定した理論予測より遅く、ミュオン原子の熱エネル
ギー分布が標的温度よりはるかに高いとして初めて
説明可能であることを示している。この非熱化エネ
ルギーミュオン原子の存在はミュオン原子キャス
ケード計算によって裏付けられた。

６．おわりに
ミュオンを使った素粒子・原子核・原子物理研究
には、他にもミュオニウム (Mu) の原子レベルなど
の最先端の研究が行われたが、超低速ミュオン実験
の中で触れられることと思う。
1994 年の理研 RAL ミュオン施設運転開始後は、
ミュオン触媒核融合研究などの素粒子・原子核関連
の研究の多くは理研 RAL で展開されることになっ
た。さらには、ミュオン寿命の精密測定、ミュオン
移行を利用した稀ミュオン原子の生成、などの研究
が行われている。この間、KEK 中間子では素粒子・
核関係の実験は萌芽的な研究アイデアや検出器・検
出系の試験などが中心となってきた。J-PARC で大
強度ミュオンが得られ、ミュオン素粒子・原子核研
究が再び日本の地で大発展することを期待する。

参考文献
[1] Y. Kuno et al., Z. Phys A 323 (1986) 69.
[2] K. Ishida et al., Phys. Lett. 167 B (1986) 31.
[3] K. Nagamine et al., Muon Catalyzed Fusion, 1
(1987) 137.
[4] K. Nagamine et al., Muon Catalyzed Fusion, 5/6
(1990/1991) 289.
[5] K. Ishida et al., Hyperfine Interactions, 82, 111
(1993).
[6] T. Matsuzaki et al., Muon Catalysed Fusion, 2 (1988)
217.
[7] K. Ishida et al., Hyperfine Interactions 118, 203
(1999).
[8] S. Sakamoto et al., Phys. Lett. A 260 (1999) 253.
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に日に声高くなりつつある。そこで我々、高エネル
ギー加速器研究機構中間子科学研究施設では、超低
速正ミュオンビームを得るべく新しい研究を始め

超低速ミュオン

た。その骨子は高温のタングステン表面から、熱エ
ネルギー程度のエネルギーしか有さないで超高真空

KEK 物質構造科学研究所

中に蒸発してくるミュオニウム（正のミュオンと電

ミュオン科学研究施設

子から構成され、
ボーア半径も、イオン化ポテンシャ

三宅

康博

ルも水素原子とほぼ等しく、質量が水素の 9 分の 1
の最も軽い同位体と考えることができる。一般的に
Mu と表される。
）をイオン化し、電子を剥ぎ取る

正のミュオンは、寿命が 2.2 μs で、100 % スピン
+

+

が偏極しており（π が崩壊し、μ と負のヘリシティ

事により超低速ミュオンを生成するというものであ
る。本稿では、KEK-MSL で誕生したこの超低速ミュ

を持つ中性微子が 180 度逆方向に放出される為）
、 オン発生実験の概略を紹介するとともに、その目的
陽子の 1/9 の質量を持っている。これらの特徴を生

のために開発しているライマン α 光（Lα 光）共鳴

かして、中性子や陽電子のように物性を調べるプ

イオン化法による水素原子同位体の表面での脱離過

ローブとして幅幅広く磁性研究などにも用いられて

程に関する実験を紹介する。

いる。また、H、D、T の軽い同位体としてそれ自身
の拡散や、反応性自体がおもしろい研究の対象と
なり得るという特徴をも兼ね備えているとともに、 １．実験手法
μs オーダーの特異な時間スケールで時間情報を得
られるというユニークな側面をも有している。従っ

我々の手法では、50 μm 厚のタングステン箔の近

て、最近注目を浴びている表面・界面の研究、精密

傍に存在する水素原子の同位体をレーザーによって

な原子物理の研究、触媒等水素のダイナミクスを調

イオン化する。水素原子同位体はイオン化された

べる研究にも大いに貢献でき得る潜在能力を持って

後、静電レンズによって 9 kV（可変）まで加速され、

いる。しかしながら、その為には、もっと低速で物

主として静電四重極レンズや静電ミラーによってマ

質表面に止まるミュオンが不可欠で、その要望は日

イクロチャネルプレート（MCP）検出器に輸送さ
れる。ビーム輸送オプティックスには一カ所、静電
オプティックスではない偏極磁石が用いられ質量分

SOAレンズ
ミュオニウム
（真空）

離がなされる。
従って、タングステン箔近傍で生成されたイオン

静電ミラー

低速 μ+

高温W

レーザービーム
ライマン-A/355 nm

大強度
表面ミュオン

低速

a

μ+( p+, t +)

W

VUV

=2Wr -Wt

クリプトン
5
4p 5p[1/2] 0

355 nm

2p

212.5nm

1s

122.09nm(Mu)
121.57nm(H)
212.5nm
121.52nm(T)
r

W

ミュオニウム (Mu)

測定の二次元測定によって分離され、バックグラン
ドの小さい測定が可能である。タングステン箔は、
DC 電流を流すことによって加熱される。また DC
電流によって誘起される磁場によって生じる荷電粒
子の軌道に対する影響を押さえるためにレーザー照
射を含め 1 ms の間は DC 電流が流れないようにパ

820.6nm(Mu)
845.0nm(H)
847.1nm(T)

Wr

ライマン-A

は、偏極磁石による質量分離並びに TOF（飛行時間）

Wt

ルス運転を行った。実験チェンバーは、常温で 2×
10-8 Pa 程度の到達真空度を得た後、タングステン表
面ならびにバルクに溶け込んだ炭素を除去する為に

W

-5
タングステンの温度を 1800 K まで上げ、3 × 10 Pa

121.52122.09nm

の酸素雰囲気下で 7 時間の酸素処理を行う。その後、

VUV

ライマン-A

更に昇温して、実験を行う。図 1 に超低速ミュオン
図1

超低速ミュオン発生実験の概念図。
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ルス状 212.55 nm の強度は 6-10 mJ/p( 時間幅 4 ns) で

２．Mu イオン化用レーザーの開発

ある。差周波 (790-850 nm) は、ブロードバンドの
水素原子を効率よくイオン化する手法として、わ

TiS( チタンサファイア ) レーザーから得られ、通常

れ わ れ は 1s-2p-unbound の 遷 移 を 用 い た 共 鳴 イ オ

15 mJ/p( 時間幅 8-10 ns) で用いている。これらのパル

ン化法を採用した。この手法では、基底状態 1s 状

ス状 212.55 nm と差周波は、Kr ガスの中で波長混合

態の水素原子同位体を、各同位体の 1s-2p のエネ

される。波長混合の結果生成される VUV 光は、500

ルギー差に相当する各々の Lα 光で 2p 状態に励起

Pa の一酸化窒素 (NO) ガスを充填した NO セルで絶

し、更に 2p 状態の水素原子同位体を 366 nm より

対強度を測定する。おおよそ 1 mJ/p の VUV 光出力

短い波長のイオン化レーザー光でイオン化する。 が得られている。また 2p 状態の水素原子同位体を
波長 121 nm 近辺の真空紫外光 (VUV) を直接発振

イオン化するためのレーザー源としては、Nd:YAG

するレーザーは、いまのところ世の中に存在しない。 レーザーの第 3 高調波である 355 nm 光を用いてい
そこで、Marangos 等 [3] によって提案されたクリプ

る。すべてのレーザーは、500 MeV の陽子加速器の

トン (Kr) の四波共鳴差周波混合法を導入した。この

運転と同期して 20 Hz の繰り返し周波数で稼働して

5

手法では、Kr の 4p 5p[1/2]0 準位に対応する 2 光子共

いる [1]。図 1 下図に共鳴イオン化法及び水素原子

鳴波長 212.55 nm(ωr) と、その共鳴準位と実際に必要

同位体の各 Lα 光に相当する VUV 光生成のための
共鳴差周波混合法の模式図を示す。

4
Direct Component

T
Mass / Q

3

３．500 MeV 陽子を用いた KEK-MSL での準備実験
− T、D、H 及び Mu 等のオンライン実験−

D
2

高エネルギー加速器研究所の中間子実験施設で

H

1

行った核反応で生成した T、D 及び H の共鳴イオ
ン化実験を紹介する。500 MeV の陽子をタングス

Ionized by Resonant Ionaization
0

0

5

10

15

20

25

TOF (μs)
図2

Mass/Q を 1-3 の領域を掃引した時に得られた、TOF/

テン標的に衝突させると、原子核反応の結果、様々
な短寿命核を含む数々の粒子が瞬時に生成される。
+
+
+
+
π , H , D 及び T も生成され [4]、そのうちでタン

Mass の 2 次元測定。質量に対応させて、各々の Lα 光
の波長は表 1 の共鳴値に設定された。また陽子ビーム

グステン表面において電子と結合し、中性で且つ熱

から 5 μs 遅延して、イオン化レーザー光 355 nm を含

くるものも存在する。

むすべてのレーザー光が導入された。

化した Mu、H、D、T 原子として真空中に漂いでて
実験では、選択的に T, D 及び H 原子を分離するた

1

Kr ガス中 で、 めに、Mass( 質量 )/Q( 比電荷 ) の操引を行った。但
な V 光の差に相当する差周波 (ωt) を、
時間的にも空間的にも重ね合わせることによって

し、質量に対応させて、各々の Lα 光の波長を共鳴

VUV 光 (ωVUV = 2ωr-ωt) が生成される。差周波の波長

値に設定した。我々が採用している共鳴差周波混合

を変える事で、すべての水素原子同位体に対応する、 法の場合、差周波の波長を変える事で、すべての水
チューナブルなパルス状 Lα 光を得ることができる。 素原子同位体を網羅するチューナブルなパルス状 Lα
また、ミュオニウムのドップラー拡がりを考慮して、 光を得ることができる。Mu、H、D 並びに T 各々の
差周波のバンド幅を 200 GHz に調整している。パル

Lα 光を得るのに必要な差周波の対応表を表 1 に示す。

ス状 212.55 nm のレーザー源は、シングル縦モード
の OPO レーザーの出力 850 nm 光源を、2 個の BBO

表1

結晶を用いて 4 倍にする事で得られる。最終的なパ

る差収波 λt(vacuum) λt(Air) を示す。

1

Kr セルの長さは 30cm 程度で、実際には位相整合するために、

負の分散を持つ Kr に正の分散を持つ Ar を VUV 光の波長に
よるが 4-7 の割合で添加している。

24

Mu、H、D 及び T に対する Lα 光、並びに対応す

Lα [nm]
λt(vaquum) [nm]
λt(Air) [nm]

Mu

H

D

T

122.09
820.59
820.37

121.57
844.98
844.75

121.53
846.57
846.33

121.52
847.11
846.88
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重要な実験条件として、陽子ビームから 5 μs 遅

差周波の波長を変えることにより VUV 光の波長

延させて、イオン化レーザー光 355 nm を含むすべ

を掃引した場合の Mu、H、D、及び T のイオン化生

てのレーザー光を導入した。これは、表面から蒸発

成収量 (Arbitrary) の測定結果、所謂に共鳴曲線を図

した T, D 及び H 原子が真空中で熱エネルギーで漂

4 に示す 2。全ての水素原子同位体に関して、予測

い、レーザーの光路に到達するのに必要な所要時間

される周波数にピークが観測された。我々の構築し

を考慮した為である。

た Lα 光を用いた共鳴イオン化法は、効率よく選択

図 2 に、TOF/Mass の 2 次元測定を示す。図 2 か

的に水素同位元素を分離する事ができ、且つ目的と

ら明らかなように直接陽子ビームに叩き出された成

する測定場所まで引き出す事ができる手法である事

分と 5 μs 遅れて出てくる成分の 2 成分があること

が実証された。

がわかる。特に後者の成分は、レーザーのタイミン

2500

同位体も Lα 光の設定値が、固有の共鳴波長からは
ずれると有意な事象として観測されなかった。従っ
て、後者は μs オーダーの時間スケールで、核反応
の結果ほとんど同時に生成される T、D、H 原子が、
パルス Lα 光を用いた我々の共鳴イオン化法によっ

Ionization Yield (a.u.)

グに同期して出現しており、且ついづれの水素原子
2000

µ+; Muonium generated by 500 MeV P+
H+; Hydrogen (Residual in UHV)
D+; Deuterium generated by 500 MeV P+
T+; Tritium generated by 500 MeV P+

1500
1000
500

てイオン化され、効率よく引き出されたものである
0
121.50

と結論される。

121.55

そこで、本研究の主目的である Mu の共鳴イオン
化の実験にとりかかった。上記と同様に、VUV 光の
波長をミュオニウムの Lα 光 122.09 nm に合わせて、
且つ Mass/Q( 比電荷 ) の 1/9 周辺を掃印した。TOF/
Mass の 2 次元測定結果を図 3 に示す。図 3 から明ら

121.60

122.05

122.10

122.15

Lyman-α Wavelength (nm)

図4

Mu、H、D 及び T 全ての水素原子同位体に対する共鳴
曲線。VUV 光の波長を掃引した時に得られる各々の
水素原子同位体のイオン化生成収量 (Arbitrary) の変化
がプロットされている。

かなように、TOF 及び Mass 共に期待される位置に、 参考文献
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最後には 2 代目の SHC（超伝導ヘルムホルツコイ
ル）装置にビームが導かれる。π チャネルは標的か
ら出てくる表面ミュオンを Q1、Q2、B1、静電セパ

第一実験室の装置

レータ、Q3、B2、Q4、Q5 で集める πA チャネルと
B2 で分岐して Q6、Q7 で集める πB チャネルがある。

KEK 物質構造科学研究所

πA ポートには初代の LC（縦磁場コイル）装置が据

ミュオン科学研究施設

え付けられ、πB には最新の縦磁場装置がおかれてい

西山

樟生

る。いずれも汎用であるが、πA ポートではトップ
ローディングの希釈冷凍機が、また πB ポートでは 5
mK の最低記録を持つ希釈冷凍機が使用可能である。

1．第一実験室の変遷
表1

第一実験室は常に二次ビームライン（ミュオン
チャネル）の改良、改修とともにその様相を変えて
きたが、基本的には超伝導ソレノイドチャネル（μ
チャネル）が実験室の背骨とも言うべき骨格を形成
している。ミュオン標的を頭とすると前肢がπチャ
ネルにあたる格好をしている。現在のレイアウトに
なる迄に、フォーワードミュオンを同時に用いる為
のミュー II ポートの建設と TRIUMF-M9 チャネル
建設の為に B3 電磁石を転用する為の μ2 ポートの
廃止、現標的の上流に第 2 票的を置いて永久磁石を

各ビームポートにおけるビームと装置

μ
πA
πB
Ω
μ
πA
πB
表面
表面
表面
表面 Ω
μ 粒子の 崩壊 表面
表面
表面
表面
種類
π種類
不可 崩壊 可
不可
不可
粒子
π
不可
可
不可
6
cm
4
cm
4
cm
12
cm不可
サイズ
6
4
4
12
(cm)
ビーム径
2E3
2E4
1.5E4
4E5
(/s)
強度
3
4
4
5
μ

強度 (/s) SHC 2×10 LC 2×10 NLC1.5×10 O-LC4×10
主電磁石
1LF
(T)
3.7 SHC .4 LC .56 NLC
.1 O-LC
.4
TF LF
(mT)(T)
10 3.7 40
4 .56
3 .1
(mT) 9.8 10 12.5 40 12.2 4
TF(cm)
Gap
15 3
Gap (cm) 9.6 9.8 20 12.5 11 12.2
bohr
25 15
5K 25
Low T (cm) 2.5K 9.6 20mK 20 5mK 11
ボア径
2.5 K
20 mK
5 mK
5K
最低到達温度

用いた π2 チャネルの建設と撤去、SHC 下流にビー

Ω は第二実験室の軸収束超伝導チャネル

ムを通して作った μE ポートの設置と、RAL 拡張の

Gap, Bohr は現検出器が装備された状態での値

為の電磁石転用の為の廃止、πB ポートの建設等に
よってほぼ現在の形が確定した。

μSR の為のデータ収集装置はいずれのポートにお

π チャネルにおける静電セパレータの導入による表

いても 16 対のシンチレーターテレスコープを 2 組

面チャネルの実用化によって、物性実験の需要は π

用いており、32 μs まで 1 ns の時間分解能で観測で

チャネルへ移行し μ チャネルでは負ミュオンの実

きるシステムである。ただし実際にはビーム時間幅

験、もしくは厚い試料や高磁場を必要とする実験へ

約 50 ns ナノで時間分解能は規定されてしまう。

と特化している。

実験室内にある大型装置で目立つものはミュポー
ト に お か れ て い る SHC と そ の 冷 却 の 為 の 冷 凍
機 TCF20、 超 伝 導 ソ レ ノ イ ド を 冷 却 す る 冷 凍 機

２．終了時の第一実験室の装置

TCF100 である。実際には別の機械室にそれぞれの
冷凍機の為のヘリウム圧縮機が置かれており、ヘリ

シールドに隠れて普段目にすることはないし、容

ウムガスが冷凍機に送られている。

易にアクセスできないミュオン生成標的とビームダ

さらには 5 台のラックに組み込んであるミュオンス

ンプがある。ミュオン生成標的は遠隔操作で計算機

ピン共鳴の為の高周波増幅器群が並んでいる。

室から上下できるが、ここ 10 年余動かしたことが
ない。ダンプを目にしたのは 1997 年のソレノイド
修理のときが最後である。μ チャネルは Q1、Q2、 ３．試料環境条件のための実験機器 • 装置
Q3、B1、 の パ イ オ ン 収 集 系、 崩 壊 セ ク シ ョ ン で
あるソレノイド、ミュオン輸送系である Q4、Q5、 3.1. 温度
B2、 静 電 セ パ レ ー タ、B3、Q6、Q7 で 構 成 さ れ、
2 台の希釈冷凍機は現役で活躍しており、特に
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トップローディングの冷凍機は試料交換、冷却が

器、475 Mz 用の空洞共振器と 20 kW 増幅器がある。

12 時間程度で可能であり、多く使われていた。他

ま た 最 近 50、75、125、200，300、400、475 MHz

に縦型、及び横型の置換ガス式試料槽を持つ液体ヘ

20 kW 増幅器のセットが準備されている。

リウムフロー冷却器があり、300 K−2.5 K まで試料
を冷却できる。特に低温の高周波共鳴や、冷却時の
試料の角度依存性測定、
ガラス封入した試料の測定、

3.5

高電圧

高電圧実験のために正負両極性 10 kV のパルス増

高電圧下の測定等に威力を発揮していた。冷却時間

幅器があり、ヘリウムガスクライオスタット中で試

は約 2 時間である。他方 5 K 迄の低温の測定には簡

料に高電圧をかけることが出来る。試料の表面の帯

便なコールフィンガータイプのミニクライオという

電効果を防止するためにパルス状に逆電圧をかける

液体ヘリウムフロー冷却器が 3−4 台ある。真空チェ

ことも出来る。

ンバーに試料をマウントしたまま挿入すれば 10 分
くらいで冷却出来、昇温、降温が自由で愛用されて
いた。また温度計を交換し 4 K から 450 K 迄使用出

４．X 線検出器

来るタイプもある。
高温側に関しては、IR ランプを用いサファイヤ

負ミュオンを用いたミュオニック X 線測定のた

ロッドでサンプルホールダーに熱を輸送することに

めに X 線検出器が準備されている。7 分割の Si(Li)

よって 1000 K まで加熱する装置が現存する。最初

検出器 1 台、Ge γ 線検出器 3 台、Si(Li) X 線検出器

に作成された μSR 実験装置である横磁場コイル装

2 台、CZT 検出器 2 台が使用可能である。

置に使用するための手製の電気炉が最初の高温機器
であり、直径 30 cm 長さ 35 cm の大きなものであっ
た。これは横磁場コイル装置が用いられなくなった

５．過去の μSR 実験装置

ときに廃棄された。また真空チェンバー内でサンプ
ルにヒーターワイヤを巻いて、900 K まで加熱した
実験も過去には行われている。

横磁場コイル装置 (700 G、ギャップ 20 cm、内直
径 56 cm、ミューポート設置 )
アリゾナコイル装置（60 G@340 A 内直径 80 cm、

3.2.

圧力

パイポート設置）

圧力に関しては、20 トンプレスを用いた一軸性

初代 NLC コイル装置 (1 kG、ギャップ 20 cm、内

圧力装置がある。液体ヘリウムで冷却し低温化での

直径 30 cm、ミューポート設置、初代希釈冷凍機

一軸性圧力クライオスタットも用いられていたが、 DRI420 SHE 社製と組み合わせて使用された。)
低温チェンンバーは現在破損したままとなってい

SLC 超伝導磁石（4T@130A、室温ボア 12.4 cm 内

る。クランプセルとミニクライオを用いた静水圧セ

直径、ミュー II ポート設置、後に改造し TOKIAN

ルは、使用可能であるが、十分な S ／ N をミューポー

として TRIUMF へ）。

トで得ることはかなり困難であった。

XYZ コ イ ル 装 置（300 GLF,100GTF、38 cm ボ ア
内直径 18 cm ギャップ、当初パイポートに設置、後

3.3.

光照射

にミュ -E ポートへ移設、故障のため廃棄）

ハロゲンフラッシュランプおよび、TiS レーザー

初代 SHC（3.7T、ミュー II ポートで共鳴、高磁

出力 2 W パルス強度 400 mJ 波長 700-900 nm の可

場実験に、ミュポート移設後、主に μCF に使用、

変レーザーの使用が可能であり、石英窓を持ったミ

その後高磁場、共鳴実験に使用、故障により破棄、

ニクライオ用チェンバーが現存している。

現在のものと交換）。

3.4.

高周波

ミュオニウム共鳴のための 4 GHz の TWT 進行波

６．これらの実験装置の大部分は J-PARC のミュオ

管を増幅器に持った 30 W のシステムがある。また

ン実験施設 MUSE に移設されて、さらに活躍する

ミュオン高周波共鳴のためのシステムとして 40-60

ことになる。ただし冷凍機 TCF20、TCF100 はここ

MHz 20 kW、200 MHz−500 MHz

第一実験室でその使命を終えることとなる。
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オンチャネルの役割は生成標的に陽子ビームを衝突
させ発生させたミュオンビームを収集し実験エリア
へと輸送することであり、従来は四重極電磁石を用

大強度表面ミュオンチャネル
「Dai Omega」の開発

いたミュオンチャネルが用いられてきたが、四重極
電磁石のアクセプタンスの限界のためミュオン収集
効率が立体角で〜 50 msr と限られており、生成標
的で発生させた表面ミュオンのうち 1 % 未満しか

ロスアラモス国立研究所

宮寺

実験に利用できていなかった。

晴夫

大立体角のミュオン輸送を実現する方法として

KEK 物質構造科学研究所

コイル磁場を利用したミュオンチャネルを PSI や

下村

BNL の MECO 実験など複数のグループが提案して

浩一郎

いたが、コイル磁場を用いた大立体角のミュオン
チャネルを最初に実現したのが 2001 年にスタート
した『Dai Omega プロジェクト』であった。このプ

§1．はじめに

ロジェクトでは 1 srad の大立体角を実現することを
ミュオンビームは世界中に点在するミュオン施設

めざし、理研において、重イオンビームからの表面

で得られており、素粒子原子核実験から物性測定ま

ミュオンビーム発生に成功した Large Ω を参考にし

で幅広く応用されている。世界のパルス状ミュオン

その資源を有効活用しながら、4 基の大口径超伝導

施設としては、本誌の読者には馴染み深い KEK の

コイルを利用した新しいミュオンチャネルを高エネ

Booster（500 MeV, 5 μA）を利用した KEK ミュオン

ルギー加速器研究機構ミュオン科学研究施設第二実

科学施設（2005 年にシャットダウン）や Rutherford

験室（図 1 参照）に導入した [2]。

Appleton 研 究 所 の ISIS（800
MeV, 200 μA） を 利 用 し た
RIKEN-RAL ミュオン施設等
があり、また次世代のミュオ

Primary Proton Beam Line

ン源として J-PARC の RCS（3
GeV, 333 μA） に て J-PARC
Pr

MuSE が建設中である。

im

ミュオン施設で最も良く

ary

Pr

Correction Magnets

oto

nB

ea

m

Lin

e

利用されているビームは 4

KEK-MSL I

MeV 表 面 ミ ュ オ ン で あ り、

Dai Omega

表面ミュオンビームの歴史は

Beam Dump

µSR Spectrometer

1971 年 の Lawrence Berklay

He Refrigerator

研究所での “Arizona muon” ま

Clean Room

で遡る [1]。歴史的には表面

He Compressor

ミュオンのビーム強度は陽子

Data Aquisition System

KEK-MSL II

Power Source of
Dai Omega Coil

加速器の進歩と共に向上して
Refrigerator Controll

きたが、ミュオン施設の中核

Preperatory Room

をなすミュオンチャネルその
ものについてはほとんど改善

0

2

3m

Mechanical Room

がなされてこなかった。ミュ

Power Sources
for Proton Beam Line

図1
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高エネルギー加速器研究機構ミュオン科学研究施設第二実験室。
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§2．大立体角軸収束超伝導表面ミュオンチャネル
Dai Omega

Cryostat

Screw Slit

Particle Separator
Electrode

コイル磁場を用いたビーム収集・輸送は、ビーム
収束に 2 個以上のコンポーネントが必要な四重極電

Production
Target
Superconducting Coils

磁石を用いた方式に比べ生成標的からの立体角を格
段に大きくでき、また大口径の超伝導コイルが現実

Beam Focus

的なコストで利用できる等のメリットがある。その
一方で、コイル磁場を用いたビーム輸送は収束力が
Radiation Shields

弱いため焦点でのビーム径が大きくなる欠点がある

0

が、このビーム収束の問題は収差のない光学系を組

図2

0.5

Magnetic Screening
Shields

1m

Dai Omega のセットアップ及びミュオンビーム軌道。

むとうまく解決することができる。軸対称磁場を用
いた無収差の光学系については古くから研究がなさ

Dai Omega のビーム計算は、Geant3 及び独自に開

れており、例えば Slätis と Siegbahn らは 1950 年代

発 し た『SMART（Surface Muon Axially symmetRic

に以下の条件を満たすコイル磁場を用いて無収差の

Transportation）』というコードを用いて行った。図

単ノード β 線スペクトロメーターを開発している

3 に SMART を用いて計算したミュオンビーム軌道

[3]。

を示す。軸収束輸送ではコイル電流値を最適化する

2e 4
H + 5 H ' 2 − HH " = 0
mU

と、ミュオンの放出角度によらずビームを同一の焦
点に輸送することができ、この時の焦点でのビーム
径は光源の大きさと同程度になる。

H は磁場の z 成分である。

Slätis・Siegbahn と類似のビーム輸送を、Dai Omega

r-axis [mm]

ここで m、e、U は粒子の質量、電荷、エネルギーであり、

300

22.5°
34.0°
45.5°

200
100
0
0

のようにより高い運動量のビーム（30 MeV/c）へ応

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

z-axis [mm]

用することができたのは、近年の超伝導コイルの技

図3

術革新によるところが大きい。Dai Omega のセット

ミュオン初期角度とビーム軌道。

図 4 に Dai Omega の立体角の運動量依存性をシ

トロメーターの場合と異なりミュオンビームをコイ

ミュレーションで計算した結果を示す。シミュレー

ル径（0.8 m）と比べて長い距離（3.6 m）に渡って

ションに用いた Dai Omega のコイル電流値は、表

輸送する必要があるため、ミュオンを複数個のノー

面ミュオンの 29.8 MeV/c を中心とするようにチュー

ドを作りながら輸送する軸収束輸送という新しい方

ニングしてある。Dai Omega では中心運動量で 1.3

式を開発している。生成標的で発生した表面ミュオ

sr もの大立体角を実現しており、これは従来の四重

ンビームは 3 周期の Larmor 回転を経て 3.6 m 離れ

極電磁石を用いたミュオンチャネル（〜 0.05sr）の

た焦点へ輸送される。Dai Omega の磁場の強さは軸

20 倍超の値である。Dai Omega は同じ陽子加速器を

上で最大 1 T、真空チェンバー壁面（r=0.3 m）で 1.5

使用した場合でも、従来のミュオンチャネルの 20 倍

T である。Dai Omega では生成標的と焦点が直線上

強いミュオンビームを実現できることを意味してい

に配置されるため中性子遮蔽が特に重要であり、軸

る。

収束輸送の特長を生かしミュオン軌道内にも放射線

1.5

遮蔽体を設置した。なお専用のオンラインヘリウム
冷凍機を第 2 実験室に新たに設置することで、長期
間の安定運転（年間 200 日）を実現した。

Acceptance [Sr]

アップを図 2 に示すが、Dai Omega では β 線スペク

1

0.5

0
28

29

30

31

Momentum [MeV/c]

図4
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Dai Omega の建設は KEK-MSL II にて 2001

表1

世界のミュオン施設との比較

年 に ス タ ー ト し、2001 年 の 年 末 に フ ァ ー
Proton Beam

ス ト ビ ー ム の 発 生 に 成 功 し た。 生 成 標 的
として 8 mm 厚の炭素標的を用いた場合の
Dai Omega のミュオン強度は実測値でパル
4
スあたり 2 × 10 個であり、ミュオンビーム

+
μ Intensity

+
μ / pulse

4 x 105 μ+ / s

2 x 104

Dai Omega

500MeV,

Thickness
8 mm

KEK-MSL I

5μA
500MeV,

30 mm

2.5 x 104 μ+ / s

1.3 x 103

RIKEN-RAL

5μA
800MeV,

10 mm

~ 106 μ+ / s

~2 x 104

の収集効率と収束性の劇的な改善によって、
Dai Omega では KEK-NML の僅か 5 μA の陽

Target

200μA

子ビームから、瞬時強度で世界最高のミュオ
ンビームの発生に成功した（表 1）。

§3．粒子分離器・μSR スペクトロメーターの開発

が不可欠であった。そこで、マルチアノード光電子
増倍管を用いた高分割 μSR 検出システムの開発を

ミュオンビームは μSR 物性測定に利用されるこ

行い、Dai Omega に導入した。このシステムは高い

とが多く、Dai Omega の大強度パルス状ミュオン

ミュオン強度によるパイルアップを防ぐため 128 組

ビームは、従来のビーム強度では困難であった生体

のコインシデンス検出器から構成されており、個々

物質（タンパク質・DNA）への応用が提案されて

のプラスチックカウンターは光ファイバーを経てマ

いた。Dai Omega で μSR 物性測定を行う上で、ミュ

ルチアノード光電子増倍管で読み取る構成となって

オンビーム中に混入した荷電粒子の除去と、大強

いる。このシステムは従来の光電子増倍管を用いた

度ミュオンビームに対応した μSR スペクトロメー

μSR 検出器と比べて小型で安価であり、熱密度の

ターの開発を行う必要があった。これらの問題を解

点でも優れている。Dai Omega 焦点位置からの陽電

決するために、以下のように (1) パルス電場分離器

子に対して全体で 5 % の立体角を覆っており、μSR

[4]、及び (2) 高分割 μSR スペクトロメーターの開

物性測定のデータレートとして 1 時間あたり 36 M

発を行った [5]。

を達成している。

(1) Dai Omega のミュオンビーム中の電子・陽電
子はノイズの原因となっていたが、これらを除去す
るため、同軸円筒状の電極間に高電場をかけミュオ
ンと電子・陽電子の間に角度差を付ける電場粒子分
離器を開発した。電極は Dai Omega の第 4 コイル
直下に設置され（図 1）、Dai Omega の高磁場と高
電場が直交した極めてマグネトロン放電の起こりや
すい環境下で安定的に電場をかけるため、ファイン
メットの磁気スイッチングを利用した高圧パルス電
源の開発を行い、7 cm のギャップに± 60 kV をミュ
オンパルスと同期させ 100 ns の立ち上がりでパル
ス動作させている。
4
(2) Dai Omega のパルスあたり 5 × 10 個という

大強度のミュオンビームに対応するには μSR スペ
クトロメーターの陽電子検出器を高分割化する必要
があり、それには検出器の小型化と実装密度の向上
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図5

Dai Omega 用に開発した μSR スペクトロメーター。
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特集「KEK-MSL で得られたサイエンス」

[3] H. Slätis and K. Siegbahn, Ark. Fysik 1 (1950) 339.

§4．今後の展望

[4] H. Miyadera, K. Nagamine, K. Shimomura,
ミュオンビームの収集効率と収束性の劇的な改善
によって、Dai Omega は KEK-NML の僅か 5 μA の

K. Nishiyama, H. Tanaka, Y. Ikedo, and K. Ishida,
Nucl. Phys. B149 (Proc. Suppl.) (2005) 351.

陽子ビームから、瞬時強度で世界最高のミュオン

[5] H. Tanaka, K. Nagamine, H. Miyadera, K. Shimomura,

ビームの発生に成功し、コイル磁場を用いたミュオ

Y. Ikedo, K. Nishiyama, K. Ishida, and S.N. Nakamura,

ンチャネルの優位性を実証することができた。コイ

Nuclear Instruments and Methods A (to be published).

ル磁場を用いた大立体角ミュオンチャネルとして

[6] K. Shimomura, K. Ishida, H. Miyadera, Y. Miyake,

は、その後 PSI（スイス）の μE4 ビームラインが建

and K. Nagamine, Neutrino Factories and Superbeams,

設され、J-PARC MuSE（東海村）でも Super Omega

AIP Conference Proceedings 721 (2004) 348.

ミュオンチャネルが計画されている。この Super
Omega は Dai Omega の発展版であり、湾曲型ソレ
ノイドの採用により中性子ノイズのほとんどない極
めてクリーンな実験環境を実現するミュオンチャネ
ルである [6]。
なお筆者（宮寺）の所属する Los Alamos 国立研
究所では、近々 LANSCE 加速器のアップグレード
を予定しており、現在、筆者（宮寺）は Los Alamos
の加速器・ビーム科学部門と共同で LANSCE 加速
器を利用した次世代のミュオン施設の計画のデザイ
ンを行っている。これは Dai Omega の改良版であ
る大立体角ミュオンチャネル『LA Omega』を使っ
て大強度ミュオンビームを発生させ、ミュオンを
一度減速した後に 1.5 MeV RFQ 及び ~10 MeV Drift
Tube LINAC から構成されるミュオン線形加速器で
2
再加速し、1 mm を切るビームサイズでエネルギー

幅の小さなミュオンペンシルビームを実現しようと
いう野心的なプロジェクトである。

参考文献
[1] A.E. Pifer, T. Bowen, and K.R. Kendall, Nuclear
Instruments and Methods 135 (1976) 39.
[2] H. Miyadera, K. Nagamine, K. Shimomura,
K. Nishiyama, K. Fukuchi, and K. Ishida,
Nuclear Instruments and Methods A (submitted);
H. Miyadera, K. Nagamine, K. Shimomura,
K. Nishiyama, H. Tanaka, K. Fukuchi, S. Makimura,
and K. Ishida, Physica B326 (2003) 265;
H. Miyadera, K. Nagamine, K. Shimomura, K. Fukuchi,
K. Nishiyama, S. Makimura and K. Ishida,
Hyperfine Interactions 138 (2001) 505.
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会議報告
会議報告
し、ほとんどの電子ドープ型超伝導体は希土類モー
メントを有するため、緩和率の正確な見積もりが難

会議報告

しい。そこで彼らは、希土類モーメントを有しない

th

8 International Conference on Materials and

La2-xCexCuO4 を用いた。この系はバルク試料の作製

Mechanisms of Superconductivity and High

が困難なため、薄膜試料を用いている。この発表の

Temperature Superconductors, M S-HTSC VIII

主要な部分は、PSI における薄膜試料を用いた μSR

2

実験装置の開発であった。今後、重要な実験結果が

東北大学大学院工学研究科

足立

匡

得られるものと期待される。
一方、筆者のグループは、La-214 系超伝導体に関
する発表を 3 件行ったが、中でも、Zn を 3 % 置換し

日時：2006 年 7 月 9 日〜 14 日

た La2-xSrxCu0.97Zn0.03O4 のオーバードープ領域におけ

場所：ドレスデン（ドイツ）

るゼロ磁場下 μSR 測定より、超伝導が出現する幅広
いホール濃度領域でミュオンスピン緩和を観測した。

本会議は、3 年に一度開催される超伝導全般に関す

これは、動的にゆらいでいる電荷とスピンのストラ

る国際会議であり、前回のリオ・デ・ジャネイロ（ブ

イプ相関が Zn によってスローイングダウンしたため

ラジル）に続いて 8 回目を数える。今回は、ドイツの

と考えられる。すなわち、超伝導が出現する幅広い

ドレスデンで開催された。筆者にとっては、今回がこ

ホール濃度領域で動的ストライプ相関が存在するこ

の会議への初めての参加であり、世界中から多くの

とを示唆している。この結果は、C. Panagopoulos ら

最新の研究成果が発表されるものと期待して行った。 が提唱している x ~ 0.19 付近における量子臨界点の
ドレスデンに到着したのが初日の夜であったた

存在を否定する結果である。

め、残念ながら Welcome Reception には参加できな

そ の 他 に、H.E. Mohottala、B.O. Wells ら に よ る

かった。奇しくもその日は、サッカーワールドカッ

La2-xSrxCuO4+δ における超伝導領域と磁気秩序領域

プ・ドイツ大会の決勝戦であったため、Reception

への相分離、Y.J. Uemura による高温超伝導と超流

会場に Public Viewing が設けられていたようである。 動における Bose-Einstein 凝縮から BCS 的凝縮への
粋な計らいである。ドレスデン中央駅からホテルま

クロスオーバーと関連した超流動体性、J. Sonier ら

での道すがら至る所で、付近の住人が集まってビー

による La2-xSrxCuO4 と YBa2Cu3O7 における横磁場下

ルを片手に決勝戦をテレビ観戦する様子が見られた。 μSR から見た磁場誘起磁気秩序と量子相転移の関
会議は、4 件の受賞記念講演、およそ 220 件の口

連、などの講演があった。

頭による講演、約 1000 件のポスター講演からなる

期間中、連日 30℃ 近い猛暑が続き、さらに、会

大規模なものであった。加えて、今年が高温超伝導

場内のエアコンもそこそこにしか効いてなく（さす

発見 20 周年ということで、3 人のノーベル物理学賞

がエコのヨーロッパ？）、非常に暑かった記憶が残っ

受賞者、A. Müller、P.W. Anderson、A.A. Abrikosov に

ている。筆者が主に足を運んだ高温超伝導の物性関

よる「20 years HTSC」と題した特別講演が開催され

係の口頭講演会場は、いつも人があふれて熱気に包

た。発見から 20 年という歴史と、20 年を経てもな

まれていた。しかし、汗だくになって勉強した後の

おこれだけの数の研究者を一堂に会させるその魅力

夜のビール（一部の方々はランチからビール）は、

を改めて感じた次第である。

また格別であった。旧東

講演内容であるが、ここでは高温超伝導の μSR 関

ドイツ側に残る古き良き

係の講演にトピックスを絞らせていただきたい。H.H.

ヨーロッパの香りを残す

Klauss らは、電子ドープ型高温超伝導体 La2-xCexCuO4

街並みのもとで、知人と

における μSR に関して発表した。電子ドープ型超

の会話を楽しみつつビー

伝導体に関しては、ここ数年、横磁場下 μSR から

ルを飲む機会は、なかな

見積もられる緩和率（超伝導電子密度に比例すると

か得難いものである。

言われている）と超伝導転移温度 Tc の関係が、ホー

次回の開催場所は未定

ルドープ型超伝導体で得られているそれ（いわゆる

であるが、
日本
（東京近郊）

Uemura plot）と一致しないという議論がある。しか

との噂もある。
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MuSAC 報告

「MuSAC 報告」

2006 年 2 月 に 第 4 回 の MuSAC（Muon Science
Advisery committee）が開催された。J-PARC 物質生
命科学施設のミュオン科学実験に関して MuSAC に
提出された実験提案（Letter of Intent, LoI）24 件の

リストを以下に示す。高く評価された LoI について
はより具体的な装置提案が求められ、今回時間の都
合でなされなかった発表に関しては次回の MuSAC
で発表が求められている。

List of Letters of Intent Received
Title

Name
Fleming, D.G.
Higemoto, W.
Heffner, R.H.
Ishida, K
Kadono, R.
Kawamura, N.
Koda, A.
Koike, Y.
Kubo, M.K.
Matsuda, Y.
Matsuzaki, T
Miyake, Y
Shimomura, K
Nagamine, K. (1)
Nagamine, K. (2)
Nagamine, K. (3)
Nishida, N
Ohira, S.
Shimomura, K. (1)
Shimomura, K. (2)
Shimomura, K. (3)
Shinohara, A.
Strasser, P.
Sugiyama, J.
Tanaka, H.
Watanabe, I.
「めそん」No.24, 2006 年

Studies of Muonium Reactivity with Pulsed Laser Systems
Microscopic Study of 4f- and 5f-electron systems by means of muon spin rotation,
relaxation and resonance methods
Precision Measurement of Key Processes in Muon Catalyzed Fusion
High precision local field mapping by μSR spectrometer of the 3rd generation
μCF ~resonant formation study
μSR experiment under high pressure
μSR study of the mechanism of superconductivity in high-Tc cuprates
Chemical Analysis with Negative Muon
Study of magnetism of thin films and multilayered system using low-energy muon
beam generated by laser resonant ionization method
Advanced muon catalyzed fusion research at J-PARC Muon Facility
Super Omega Beam Channel collecting muons with a large solid angle for the Ultra
Slow Muon and intense negative muon source
Advanced Life-Science-Related Molecular-Imaging Research with Intense PencilMuon Beam
Advanced Materials Science Research with Intense Muon Pencil-Beam
Advanced Studies on Materials Surfaces by Scattering and μSR of sub-ns Ultra
Slow Positive Muons
Studies of Superconductivity and magnetism at surface and interface by using Ultraslow Muons
μSR study on organic conductors under pressure
Construction of the superconducting muon channel
Construction of the surface muon channel
μSR studies under laser illumination
Study of Chemical Properties of Muonic Atoms
Radioactive Muonic Atoms Study at J-PARC
μSR experiments on materials potentially applicable for automobiles
in situ measurement
Study of a high-temperature electrical conduction mechanism in the lower mantle
phase with muon spin probes
1 GHz RF and Ultrasonic Wave Applied μSR Studies in High Fields
秋
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施設報告と課題一覧

運営会議の承認のもと、既に公募がなされている。
KEK のパルスミュオンビームと相補的な特徴を

高エネ機構・物構研・ミュオン科学
研究施設の現状（平成 18 年 8 月）

持つ TRIUMF 研究所において KEK 研究者の参加し
た実験が 3 件行われた。7 月には TRIUMF 研究所の
実験審査委員会（EEC）において KEK 研究者、共
同利用者関係の 2 件の提案にたいするヒアリングが

西山

樟生

テレビ会議で行われた。

（KEK 物質構造科学研究所） ４．J-PARC 建設
詳細は三宅氏の J-PARC 施設報告に譲るが、物質
１．はじめに
「めそん 23」から今日まで、即ち平成 18 年 3 月
から平成 18 年 9 月までの間におこった KEK-IMSS-

生命科学実験建屋内のトンネルの仮開口部を除いて
M2 ラインに設置する重要な標的チェンバー、電磁
石など機器類の機器据え付けが順調に進行した。

MSL の主な出来事を簡潔に記す。
任期に伴う改選により KEK 新執行部は鈴木厚人̶

海外施設利用公募手続き（申請書式が変更になっ

KEK 機構長、下村理̶物質構造科学研究所所長、 ていますのでご注意ください。）
池田進̶物構研副所長となった。
ミュオン科学研究系に藤森寛技師、竹下聡史、 公募要項
中原一隆博士研究員が新たなメンバーとして加わった。
平成 18 年度より J-PARC 建設が系の活動の中心と

http://www.kek.jp/koubo/imss/kouboyouryou-msl.html
ミュオン共同利用実験申請書作成要領

なり、東海地区の旧原研計算機棟が改修され、KEK

http://www.kek.jp/koubo/imss/sakuseiyouryou-msl.pdf

東海キャンパスの居室として使用出来ることにな

申請書ダウンロード

り、現在三宅教授以下 8 名が東海勤務となっている。 http://www.kek.jp/intra-j/guide/souko/index.html
２．共同利用実験の終結
平成 17 年 9 月 9 日 ( 金 ) 締切りで募集した 17 年後
期共同利用実験課題 26 件および 17 年前期共同利用
実験課題の持ち越し分を含めて、順調に実験が進行
し、平成 18 年 3 月 31 日 9 時のビーム終了（表紙写
真参照）をもって 26 年間のブースターシンクロトロ

日本原子力研究開発機構
先端基礎研究センター 報告

ンを用いたミュオン科学研究 • 共同利用は幕を閉じ
た。平成 9 年より開始された共同利用実験で採択さ
れた課題は 410 件、参加者は 51 機関 435 名であった。
３．国際協力
PS シャットダウンと共にブースターを用いた

R.H. Heffner、髭本亘
（日本原子力研究開発機構）
先端基礎研究センター μSR サブグループでは

ミュオン実験施設（KEK-MSL）と中性子散乱実験

μSR 法を用いた f 電子化合物の研究を進めている。

施設（KENS）の施設停止にともない不可能となっ

これと平行して J-PARC ミュオン施設に f 電子系物

た国内ミュオン施設を用いた大学共同利用を補完す

質の研究を主目的とした μSR 専用分光器の設置を

る意味で、概算要求していた「国際協力による海外

計画している。現時点では、表面崩壊ミュオンライ

施設を用いたに中性子・ミュオン実験研究の推進」 ンの下流において分岐を作り、そこにおいて 4 MeV
が KEK の唯一の新規事業として認められた。3 年

の正ミュオンを得る計画である。本年度は電磁石等

間にわたって大学共同利用実験の海外旅費を主にサ

の機器検討および製作を進めており、スライサーに

ポートすることができることになった。ミュオン共

よりパルス幅を短くした低ノイズ μSR 分光器によ

同利用実験審査委員会で公募方法等議論され物構研

る DAY1 実験の実現を目指している。
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4． 四重極電磁石（EQ45）と静電粒子分離器高電

理化学研究所
仁科加速器研究センター
理研 -RAL 支所ミュオン施設 報告

圧絶縁管の故障
理研 -RAL ミュオン施設のミュオン標的下流部に
ある 3 連四重極電磁石は、ミュオン標的で散乱した
陽子ビームを収束させて下流にある中性子標的に輸
送する働きがある。昨年、この 3 連四重極電磁石の
中央の電磁石（EQ45）は冷却水もれをおこした後、

松崎

禎市郎

4 つのコイルのうちの 1 個が電気的に短絡して使用
不能となった。現在は、この EQ45 電磁石を使わず

（理化学研究所 仁科加速器研究センター） に、薄いミュオン標的（3 mm 厚さ）を使って下流
部でのビームロス量を押さえながらミュオンビーム
を発生させている。この EQ45 電磁石の交換修理作
1． 理研 -RAL 支所は、2006 年 4 月から「理化学
研究所 仁科加速器研究センター」に所属すること

業は長期シャットダウンの後半に実施する。
ポート 1 及び 2 に向うミュオンビームラインには、
2 台の静電粒子分離器が設置されている。昨年、上

となった。
仁科加速器研究センターの詳細とその組織図に関

流の静電粒子分離器の高電圧絶縁管に内部放電によ

しては下記を参照のこと。

る穴が開き、SF6 絶縁ガスが維持できなくなり高電

http://www.rarf.riken.go.jp/index.html

圧がかからなくなった。新規の高電圧絶縁管の製作

http://www.riken.jp/r-world/research/lab/nishina/index.html

が完了したので、8 月中にその設置作業を行い、9 月

http://www.riken.jp/r-world/riken/form/nishina.html

の実験からこの静電粒子分離器も使用可能となる。

2． 第 21 回理研 -RAL ミュオン施設実験課題審査

5． 2006 年 9 月以降のビ−ムタイム予定は以下である。

委員会が 2006 年 6 月 1 日、2 日に開催された。委

サイクル 2006/4： 2006 年 9 月 4 日 〜 10 月 8 日

員会では、ミュオン物性研究課題 17 件、超低速正
ミュオン発生研究課題 1 件、ミュオン原子 X 線測

（33.6 日）
サイクル 2006/5： 2006 年 11 月 14 日 〜 12 月 13 日

定課題 1 件、ミュオン検出器開発課題 1 件、データ

（29.6 日）

取得システム開発課題 1 件が審議された。
6． 長期シャットダウン
3． ビ − ム タ イ ム サ イ ク ル 2006/1、2006/2 及 び

RAL の ISIS 加速器施設では第 2 中性子ターゲッ

2006/3 で以下の実験が実施された。

トステーション建設が進んでいる。陽子加速器から

(1) ビ−ムタイムサイクル 2006/1

第 2 中性子ターゲットステーションへ向う陽子ビー

（2006 年 2 月 7 日〜 3 月 23 日）

ムライン建設のため、ISIS 加速器施設は 2006 年 12

ミュオン物性実験課題 ...............................8

月中旬から 2007 年 9 月下旬にかけて長期シャット

超低速ミュオン発生実験課題 .................2

ダウンとなる。

イギリス側ミュオン物性実験課題 .......1

来年の実験再開予定日は 2007 年 10 月 1 日である。

(2) ビ−ムタイムサイクル 2006/2
（2006 年 4 月 4 日〜 5 月 11 日）
ミュオン物性実験課題 ...............................9
超低速ミュオン発生実験課題 .................1
(3) ビ−ムタイムサイクル 2006/3
（2006 年 6 月 20 日〜 8 月 3 日）
ミュオン物性実験課題 ...............................7
超低速ミュオン発生実験課題 ................1
イギリス側ミュオン物性実験課題 ........3

「めそん」No.24, 2006 年
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7． 次回（第 22 回）実験課題採択委員会（PAC）
および実験課題募集の予定
仁科加速器研究センター 理研 -RAL 支所では、
次回（第 22 回）の実験課題採択委員会（PAC）を
2007 年 7 月に開催する予定である。
実験課題募集案内は、2007 年 5 月に電子メールで
お知らせする予定である。
以上
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施設報告と課題一覧

2）M2 トンネル（ミュオン標的近傍）の四極電磁
石ガイドの設置

J-PARC ミュオン科学施設

ミュオン標的の近傍に設置される機器は、中性子
などの粒子線によって極度に照射され、人がアクセ

ワーキンググループ報告

スできない程に放射化される。従って、そこに設置
される数十トンもの四極電磁石の交換据付けはク
レーンなどを用いた遠隔操作となる。現在、このよ

三宅

康博

（KEK ミュオン建設グループ）

うな遠隔操作による設置、メンテナンスを実現する
為のガイド遮蔽体の設置を進めている。

1）座板の据え付け（0.1mm の精度）
座板（ノックピンの位置）を 0.1mm の精度で据
え付けする作業を完了した。座板の厚さは、あらか
じめ測量していたレベル測量によって各々厚みを調
整しているが、0.1mm の精度での調整を行うため
に、スペーサーを各種用意し、高さの調整を行っ
た。XY 方向に関し
ては、座板調整用の
押しボルトを 1 枚の

M2 ラインガイドシールドの据え付け

座板に付き 8 カ所、
ベースプレートに溶
3 ）標的チャンバー据え付け

接設置を行い、調整

標的チャンバー本体の設置、スクレーパ 1 及び

がなされた。

2 の据え付け設置、標的部の据え付け設置を行っ
た。陽子ビームラインの入出射のポートに加えて、
20mm 厚のグラファイト標的から、合計 4 本の 2 次
ビームラインが引き出す事が可能な設計がなされて
いる。下流 60 度の取り出し角度で、2 本の崩壊ミュ
座板の据え付け作業

オンライン（パイオン、崩壊ミュオン及び、表面
ミュオン）、並びに上流方向に 135 度の取り出し角
度で 2 本の表面ミュオンラインが、効率よく設置さ
れるように最適化されて
いる。

0.1mm で据え付けた後、エポキシコーキング・塗装
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4）M2 ライン電磁石据え付け
総重量 50-60 トンに及ぶ電磁石を、傷つけるこ

ネントを、FL4-6m のメンテナンスエリアからビー

となく 0.1mm の精度で所定の場所にクレーンを用

ムライン床まで、クレーンなどを用いた遠隔操作で

いた遠隔操作で設置作業を行っている。2006 年 6

装脱着する事が可能な設計が施された。

月 末 の 時 点 で、QM1、QM2（ ポ リ
イミドケーブル）
、 並 び に、QN1、
QN2、QN3 及 び XY22（MIC ケ ー
ブル）の据え付けが終了している。
M2 ラインに設置される機器・電磁
石等は、中性子などの粒子線によっ
て極度に照射され、人がアクセスで
きない程に放射化される。従って、
電磁石の線材としては、MIC（無機
絶縁ケーブル）ないしは、ポリイミ
ド絶縁ケーブルが用いられた。
また、
M2 ト ン ネ ル 内 で の メ ン テ ナ ン ス
は、電磁石を含めすべてのコンポー
重量約 50 トンの QM1 四重極電磁石の設置時の様子

5）結露対策
梅雨に入る前後から結露がます
ます厳しくなり、M2 ラインはまる
で鍾乳洞の中のような状態となっ
た。抜本的な結露対策として、8 台
の除湿器を用意すると共に、M2 ラ
イン（上部がオープンになってい
る）全体を防炎シートで覆い、養生
する方策をとった。安全性を考慮し
て、M2 ライン全体に足場を組んだ
ので、見学にはあまり適さない状況
になっている。

M2 ラインの現在の様子。結露対策の為に M2 ライン全体を防炎シートで覆った

6）第 4 回 MuSAC が、2/25 〜 26 に開催され、最終

ネル内の 2 次ビームラインのなかで、標的周辺に位

答申が 5 月初に永宮ディレクターに提出された。24

置するフロントエンドの電磁石は最低限、整備して

件のミュオン科学の LoI の内容に関する答申がなさ

おく等の答申がなされた。

れた。また、提案された LoI、ならびにユーザープ
ログラムを J-PARC で行うためにも、DAY1 に最低
1 つのミュオンビームラインが整備されていること
が重要であること、並びに第 1 期の間に、M2 トン
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読者だより

隣室の人「パソコンが全部落ちちゃいました！」
竹下「あ、ごめん、ごめん。
。。（て、これ電気炉のブレーカーっ

自己紹介

て書いてあるじゃん。配線変えたの誰だ？）」

てなわけで、性格は、おっちょこちょいで、モットー

竹下

聡史

（KEK ミュオン科学研究施設）

は、「何でも体験（体感？）せよ」です。
3 月で KEK ミュオン施設での共同利用実験が完結
し、みなさんにお会いできる機会が減ってしまいまし

この 4 月より、KEK のミュオン科学研究施設に

たが、基本的に頼まれると断れないタイプなので、研

て博士研究員としてお世話になることになりまし

究に、飲みに、何でも誘っていただけると、大変あり

た、竹下聡史と申します。昨年度までは、東京理科

がたいです。今後ともどうぞよろしくお願いします。

大学の新井研究室にて研究を進めておりましたが、
みなさまに多大なる迷惑をかけながら、また多くの
方からご助言をいただき、今年 3 月に無事博士号を
取得することができました。

中原

一隆

（KEK ミュオン科学研究施設）

理科大では、フラストレーションを有するイジン
グスピン系の三角格子反強磁性体についてのミュオ

今年の 4 月に Illinois 大学を卒業し、5 月に新しく

ンスピン緩和による研究を行っておりました。私の

博士研究員として KEK およびミュオン科学研究施

扱っていた物質は、特徴的なスピンの揺らぎを持っ

設のお世話になっている中原です。大学院時代は、

ており、中性子回折や核磁気共鳴の観測時間では情

アメリカの JLab という核物理学研究所で、P 対称性

報が得られず、「かゆいところに手が届かない」状

破れの実験をしていました。陽子内の s クォークを

況でした。そこで現れたのがミュオンスピン緩和！

探る実験から、ミュオンの物性学になぜ突然切り替

とても有益な情報を得ることができ、かゆいところ

えたのかと首をかしげる人もいると思いますが、現

に手が届いて「スッキリ」。それ以来、ミュオンの

在携っている J-PARC の建設およびそこで行われる

熱烈な信者の一員に。。。と、少し言い過ぎの感も否

実験は核から物性学と、幅広い分野に研究が関連し

めませんが、ミュオンに大いに助けてもらったこと

ているので、これはまたとないチャンスだと思いま

は事実です。そんなわけで、ミュオンの仕事を続け

した。Illinois においてもミュオンを使った実験（g-2,

ることができて大変うれしく思っております。

MuLan など）をやっているグループがあったので、

えーと、私事的な紹介をさせていただきますと、 それに興味をそそられたりもしました。もっとも、
趣味は「音楽」でして、特技は「ホルン」を吹くこ Illinois にいた時点では、ミュオンと言えば “ ＜素＞
とができる！が、かれこれ 16 年ほど続けてますが、 粒子のくせに崩壊する生意気な物質だ ” と仲間内で
一向に上手くなる気配なし（アカンやん、それ、、、）。 言い合う程度のものでしかありませんでした。しか
好きな作曲家はドビュッシーで、印象派の作曲家は

し物性学といえば、アメリカやイギリスにいる友人

全般的にお気に入りです。それから、紹介代わりに

やら知人やらが、スピントロニクスや高温超伝導物

こんなエピソードを。

質の研究に勤しんでいるのを見て、未来に実際に使

ある研究室での出来事。
後輩 「竹下さーん、
電気炉の調子がおかしいみたいなんですけど？」
（いろいろいじってみる）
いでーー！」
竹下 「そうなの？じゃ、
見てみよう。

われるような技術の開発・研究をしているのだなぁ
と思い、少し羨ましく感じたものです。
趣味としては、走ること、サッカー、チェスなど

後輩「ど、どうしたんですか？」

がありますが、最近ミュオン内の人と政治・経済・

竹下「この電気炉、漏電してるよ。（おもむろにテスター取り

歴史・哲学などの話をしていたら、“ 面白い趣味で

出して）げ！ 200V だって。
。。通りで痛いわけだ。
」

すね ” と言われ、“ あぁ、確かにこういうのも趣味

後輩「先輩、大丈夫ですか？」

のうちに入るんだな ” と思い自分の新しい一面を発

竹下「とりあえず生きてるから大丈夫みたい。これブレーカー落とし

見させられました。もちろん、このような趣味を持っ

たほうがいいね。
えーと、
電気炉は、
、
、
これか。
ブレーカー落としまーす！」

ていることが公になれば白眼で見られる恐れがある

バチン（ブレーカーを落とす）

ので、読者の皆様にはこれを公言せず、できれば即

隣室の人「うぎゃーーーー！！！」

座に何らかの方法で忘れて頂ければ幸いです。

竹下「どうしたの？」
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23aXK-10

量子スピン系 IPACu(ClxBr1-x) 3 のMSR

上智大理工，理研

A

23aXK-12

齊藤健浩，金田 圭史，大 沢明，後藤貴行，
鈴 木栄男 A ，渡邊功雄 A

A

mSR study on quantum spin system IPACu(Cl x Br 1-x ) 3

B

RIKEN, Tokyo Metropolitan Univ. A, Tohoku Univ.B :

T. Suzuki A and I. Watanabe A

S. Ohira, A. SaitohA, H. MiyasakaB

IPACu(Cl xBr1-x) x=0.85 ZF

[Mn2(saltmen)2Ni(pao)2(py)2](PF6)2

T (K)

MnIII -NiII -MnIII

S=3

14.0

(offset 2%)

A

:

II
Spin dynamics in a MnIII
2 -Ni single-chain magnet studied by the SR method

T. Saito, K. Kanada, A. Oosawa, T. Goto,

IPACu(Cl xBr 1-x ) 3 は IPACuCl3 と
IPACuBr 3 の 2 つのスピンギャップ系の
固溶体である。この物質で は、中間領域
（0.44≦x≦0.87）においてスピンギャッ
プが消失し、ゼロ磁場でも磁気秩序が生
じることが磁化測定及び比熱測定から
知られている [1,2]。今回、 この系の磁性
をミクロに調べるため、x=0.85, 0.95 の 2
つの組成でMSR 測定を行なった。
図 1 にギャップレス相である組成
x=0.85 での各温度におけるゼロ磁 場MSR
時 間ス ペ ク ト ル を 示 す 。 低 温 に おい て 、
磁気長距離秩序を示すミュオンスピン
回転が見て取れる。この回転を定量的に
評 価 す る た め に 、 1Msec の 範 囲 で 関 数
A0 e- L t cos(2P N t+F )を 用 い て 解 析 を 行 な っ
た。図２に、解析の結果得られた回転周
波 数 nの温 度依 存 性 を示 す 。 こ れ に関 数
(1-T/T N )B を フ ィ ッ ト し た 結 果 、
T N =11.65K, B =0.33 で あ る こ と が 見 積 も
られた。この臨界指数 B は 3D-Ising モデ
ルと一致する。
また当日は、Haldane 相である x=0.95
にお い て、 低温 で 緩 和 率 Lに 異常 な 増 大
が観 測さ れた こと に つ い て も 報 告 す る 。
[1] H. Manaka et al ., Phys. Rev. B
63,104408 (2001).
[2] H. Manaka et al ., Phys. Rev. B
66,064402 (2002).

B

12.5

40

S=3

11.8
11.7

Asymmetry (%)

11.6
11.5

(SR)

11.3

30

1

11.0

10K

10.0
6.0

25K

2

S =3

10K

T < 5K

2

2.0

20

0.33

0

2K

0.5
1
Time (Msec)

図１ x=0.85 での各温度における
ZF- MSR 時間スペクト ル

15

Corrected asymmetry

Frequency (MHz)

6 IPACu(Cl xBr1-x) x=0.85 ZF
B=0.33
4

2

1.0

Slow relaxation fraction

Sophia Univ, Riken A

II
MnIII
2 -Ni

SR

70 K
10

30 K
20 K
10 K

5

0

0.75
0.35

0.5
0.30

0.25
0.25
0

0

0
0

5
10
Temperature (K)

図２

15

0.0

4

0

2

4

50

100

Temperature (K)

Time (Ms)

1

回転周波 数 N の温度 依存性

2

2

˜

25

K/Na K - FAU(1)
4

8

n ~ 7.7

ZF - μSR

˜

Asymmetry (%)

30 K

20
12 K
11 K

15

9K
2K

10

「めそん」No.24, 2006 年

秋

0

2

4
Time (μs)

6

8

39
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24aPS-9

La1.875-yEuySr0.125CuO4
A
A

Pressure e ect on magnetic order in La1.875 y Euy Sr0.125 CuO4
Faculty of Science and Technology, Tokyo University of Science, A KEK-IMSS
Y Hayashi T. Goko S Takeshita J. Arai K. NishiyamaA

La-214

1/8
La1.825 Eu0.05 Sr0.125 CuO4
SR

1

2.5 K

SR
P =0.1 MPa

P =1.5 GPa

SR
Tm
La1.875 y Euy Sr0.125 CuO4

Eu

Eu
exp(
Tm

Tm
1 2 2
)
1 t )J0 (2πνt
2σ

J0

0

σ1
2

σ1

Bessel
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7

一次元コバルト化合物 Ca3Co2O6 の
ミュオンスピン緩和と磁気相図
東理大理工 A ，高エ機構物構研 B

μ

竹下聡史 A,B ，野村直樹 A ，林侑子 A , 後神達郎 A ，新井重一郎 A ，西山樟生 B
Muon spin relaxation and magnetic phase diagram of 1-D Co-compound Ca3 Co2 O6
Faculty of Science and Technology, Tokyo University of ScienceA
High Energy Accelerator Research Organization, Institute of Materials Structure ScienceB
S. TakeshitaA,B , N. NomuraA , Y. HayashiA , T. GokoA , J. AraiA and K. NishiyamaB
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一次元コバルト酸化物 Ca3 Co2 O6 は六方晶構造（空間群 R3c）をとり，c 軸に平行な方向
に一次元強磁性 CoO 鎖を，ab 面内においてこの CoO 鎖が 2 次元三角格子を形成する．磁気
的相互作用は，鎖内が強磁性的，鎖間は反強磁性的であるため，イジングスピン三角格子反強
磁性体と見なすことができる．このような特徴的な構造と磁気的相互作用から様々な磁気状態
が現れると考えられており，また様々な磁気相図も提案されているが，微視的測定を考慮した
ものはこれまでに報告されていない．そこで，我々は微視的測定手段であるミュオンスピン緩
和測定（μSR），および磁化測定，比熱測定をおこない，新たに磁気相図を提案した．
図 1 は，20 K において測定した縦磁場（LF）μSR スペクトルの緩和時間の磁場依存性で
ある．横軸の磁場は二乗されている。以前我々は，Co スピンのダイナミクスを調べる為に，
縦磁場（LF）μSR を行い，20 K での LF-μSR では，縦磁場を増加させてもデカップリング
が観測されず，Co スピンが揺らいでいることを，報告した．さらに高磁場（20 kOe）まで
の測定を行い，得られた LF-μSR スペクトルに対して，1 成分の指数関数 Gz = exp(−λt) を
用いて解析を行った．図 1 から明瞭にわかることは，緩和時間の磁場依存性が 5 kOe を境に
大きく変化している点である．また，5 kOe 以上の磁場領域においても，緩和時間は磁場の
二乗によく比例しており，この磁場領域でも Redﬁeld の理論により説明できることがわかる．
図 2 は，ミュオンスピン緩和、磁化測定および比熱測定から作成した相図である．ミュオンス
（Tc1 ∼ 25 K，Tc2 ∼ 12 K）の温度領域では，Co スピ
ピン緩和の結果から，Tc2 < T < Tc1 ，
ンがゆらいでおり，5 kOe を境に弱磁場側で部分無秩序（PDA）相，高磁場側で動的フェリ
磁性相が実現しているものと考えられる．
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μ

(Ce,La)2IrIn8

24aYA-9

La
,

,

A

B

,
, TRIUMFC, LANLD, UCRE
A,B
A
, R.H. Heffner A,
,
, G.D. Morris C, E.D. Bauer D,
D
D
J.L. Sarrao , J.D. Thompson , D.E. MacLaughlin E, L. Shu E
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Observation of the Spontaneous Field in the Superconducting State on a Ru-Sr2RuO4
Eutectic Sample
K.IshidaA,B, H. MurakawaA,B, H. YaguchiB, Y. MaenoB, W. HigemotoC,D, K. OhishiC,D,
A. KodaD, and R. KadonoD
Kyoto Univ. IICA, Dept. of Phys., Kyoto UnivB., JAERIC, KEK-IMSSD
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BaCoO3の低温磁気構造
A

豊田中央研究所, 名大工 , Paul Scherrer Institut
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Toyota CRDL, Nagoya Univ. , PSI
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A

B

B

B

B

H. Nozaki, J. Sugiyama, T. Takami , H. Ikuta , M. Janoschek , B. Roessli , L. Keller

B

BaCoO3格子内では、面共有したCoO6８面体がc軸方向に1次元鎖を形成し、1
+
次元鎖はc面内で2次元3角格子を組む。弱横磁場µ SRでは、50 K付近で1次元
+
+
強磁性秩序形成に伴う緩和率の上昇が観測され、零磁場µ SR（ZF-µ SR）によ
ると、15 K以下で長距離反強磁性秩序形成に伴う歳差振動が観測された[1,2]。
ミュオンは酸素イオン近傍に位置すると予想されるが、全ての酸素サイトは
+
結晶学的に等価である。しかしZF-µ SRスペクトルは主に２つの振動数成分か
ら成るので、2種類の内部磁場の存
10
在が示唆された。そこで磁気構造
BaCoO
λ= 0.24526 nm
8
を詳細に調べるために中性子回折
1.5 K
測定を行った。
15 K
6
測定には酸素圧1MPaで熱処理し
4
た多結晶体のBaCoO3を用いた。中
性子回折測定はPSI（スイス）の冷
2
中性子回折ビームライン（DMC）で
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90
1.5～60Kの範囲で行った。
2θ(degree)
図１に1.5Kと15Kにおける中性
子回折パターンを示す。14K以下で 図1 1.5Kと15Kの中性子回折パターン。
反強磁性秩序形成に伴う磁気回折 1.5Kで矢印の位置に磁気回折ピークが観
ピークが観測された。1.5Kの中性 測された。
Co4
子回折パターンは幾つかの磁気構
造モデルでフィットできるが、
+
µ SR測定の結果を併せると、図2
Co3
のような3倍周期変調構造が最も
a
a
Co2
妥当と結論した。
Co1
c
3

Normalized Intensity
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ᳰᚭ ⼾㧘᧖ጊ⚐㧘㊁ፒᵗ㧘᧼ේᶈ㧘J.H. Brewer A 㧘E.J. Ansaldo B ,
D. Andreica C 㧘A. Amato C
PSR studies on cobalt oxides XIV: Co 3 O 4 spinel
Toyota CRDL, Univ. of British Columbia A , TRIUMF B , PSI C
Y. Ikedo, J. Sugiyama, H. Nozaki, H. Itahara, J.H. Brewer A ,
E.J. Ansaldo B 㧘D. Andreica C 㧘A. Amato C
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ࠍ⍮ࠆߚߦ㊀ⷐߢࠆ㧚ߘߎߢCo 3 O 4 ᄙ⚿᥏ߩᏪ⏛₸ᲧᾲPSR
(TRIUMF, PSI)ߩ᷹ቯࠍਥߦࡀ࡞᷷ᐲ T N =30 Kએਅߢⴕߞߚޕ
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[1] W. L. Ross, J. Phys. Chem. Solids
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25,1 (1964).
[2] J. Sugiyama, PRL 92, 17602 (2004) ାภᵄᢙߩ᷷ᐲଐሽᕈ㧚
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野崎洋, 杉山純, 高見剛 , 生田博志 , M. Janoschek , B. Roessli , L. Keller
Magnetic structure at low temperature of BaCoO3

[1] Sugiyama, Nozaki et al., PRB 72,
064418 (2005).
[2] Sugiyama, Nozaki et al., PRL 96,
197206 (2006).

+

図2 中性子回折とµ SR測定で決定した
BaCoO3 の 磁 気 構 造 。 大 き な 丸 は
+0.53µB，小さな丸は-0.265µBを表す。
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A サイトを乱した Bi-2201 超伝導体の μSR

植村プロット
総研大 A ，高エネ機構物構研 B , 京大院理 C , 東大新領域 D

A

佐藤宏樹 A ，幸田章宏 A,B ，門野良典 A,B 石田憲二 C ，

μSR study of Bi2 Sr2−x Lax−y Euy CuO6+δ with disordered A site
Faculty of Science and Technology, Tokyo University of Science, A KEK-IMSS
K. Shiraishi, T. Goko, S. Takeshita, J. Arai, K. NishiyamaA

卞舜生 D ，笹川崇男 D , 高木英典 D

La-214 系ではホール濃度 1/8 付近において超伝導の抑制と磁気秩序の出現が
見られ，これは 1/8 問題と呼ばれている．以前に行った La-214 系の研究より，
磁気秩序の出現には A サイトの乱れが重要であることを示唆する結果を得て
いる．そこで我々は，ホール濃度 1/8 付近で見られる磁気秩序が La-214 系固有
の現象であるか否かを明らかにするために，A サイトの La の一部を Eu 置換し
た Bi2 Sr2−x Lax−y Euy CuO6+δ を用いて零磁場ミュオンスピン緩和 (μSR) 実験を
行った．Bi-2201 系は La-214 系と同様に CuO2 面の両側に A サイトが存在し，
磁気秩序が現れる有力な候補として考えられる．そこで，La3+ よりイオン半
径の小さい Eu3+ で置換することにより，A サイトに乱れを導入した．
図 1 と図 2 に x = 0.70，0.75 の零磁場 μSR 測定の結果を示す．x = 0.70 の 80
K と 5 K におけるスペクトルはほぼ一致し，遅い緩和を示す．これは Cu スピ
ンが激しく揺らいでいることに由来する．一方，x = 0.75 において温度を下げ
ていくと早い緩和が出現し，Cu スピンの揺らぎが遅くなっていることが分か
る．この緩和は，La-214 系超伝導体のホール濃度 1/8 付近において観測される
磁気秩序が出現する直上のスペクトルに非常に似ている．ゆえに，この早い緩
和は 4.5 K 以下で磁気秩序が出現することを強く示唆している．したがって，
ホール濃度 1/8 付近における磁気秩序の出現は，La-214 系の固有の現象ではな
いと考えられる．
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重い電子系反強磁性体
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Magnetic penetration depth and Uemura-plot on inﬁnine-layer cuprate Sr1−x Lax CuO2
A
SOKENDAI, B KEK-IMSS, C Kyoto Univ., D Univ. of Tokyo
K. H. SatohA , A. KodaA,B , R. KadonoA,B , K. IshidaC ,
S. PyonD , T. SasagawaD and H. TakagiD

無限層構造をとる電子ドープ (n) 型銅酸化物 Sr1−x Lax CuO2 (SLCO) は，T’ 構
造をとる RE2 CuO4 系の n 型銅酸化物（RE=Nd,Sm,Pr）と異なり CuO2 面間
に希土類磁性元素を含まないため，ミュオンのような磁気プローブを用いた測
定においても CuO2 面からの正確な情報を得ることができる．我々はこのこと
に注目し，μSR 測定による SLCO (x=0.125) の磁束格子 (FLL) 状態の観測を試
みた．この試料は温度の低下に伴ない超伝導転移温度 Tc (∼42 K) よりもはるか
に高温からスピングラス的な磁性領域が出現し，非磁性領域と相分離すること
がこれまでの研究からわかっている [1]．この磁性領域は常伝導状態の 50 K で
外部磁場に依らず試料の約半分の体積を占める．この結果を考慮し，ロンドン
モデルを用いた FLL 状態の詳細な解析を行なった．図 1 に各成分の体積分率
の磁場依存性を示す (図中の FLL,M,NM-phase はそれぞれ磁束格子, 磁性, 非磁
性領域を表す)．常伝導状態の 50 K では体積分率に磁場依存性がみられなかっ
たのに対し，2 K では外部磁場が減少するにつれて超伝導領域が増大し磁性領
域に取って代わることが明らかになった．図 2 に磁場侵入長 λ の磁場依存性の
結果を示す．この試料の磁場侵入長は他の銅酸化物に比べて短く，よく知られ
ている植村プロット (Tc ∝ 1/λ2 ) から大きく外れる結果となった．当日はこれ
らの詳細な結果を報告する．
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四面体構造をもつ新しい幾何学的フラストレー
ション物質Co2(OH)3Clにおける部分強磁性秩序

佐賀大理工,九大工 A 鄭 旭光、河江達也 A
Partial ferromagnetic order in a new geometric frustration compound
Co 2 (OH) 3 Cl on tetrahedral lattice
Saga Univ., Kyushu Univ.A X. G. Zheng, T. Kawae
我々は最近四面体構造をもつ新しい幾何学的フラストレーション物質
Cu 2 (OH) 3 Clにおける反強磁性長距離秩序とスピン揺らぎの共存を発見し
た「PRL95, 057201 (2005)」。これに続きこの新しい幾何学的フラスト
レーション物質シリーズを探索した。その結果、Co 2 (OH) 3 Clにおける幾
何学的フラストレーションと部分強磁性状態を見出した。図１に示す構
造でc/3, 2c/3 のカゴメ面にある Co 2+ イオンが秩序化せず、 c 軸方向 c/6, c/2,
5c/6 の三角格子面にある Co 2+ イオンが秩序化することを磁化、比熱、μSR、
中性子測定結果により示唆された。詳細について当日講演で報告する。
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結晶構造
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「弱い磁性」は重い電子系の興味深い物性の１つであり、その起源は基本的には局在磁気モー
メントの局所量子揺らぎによる磁性の消失（近藤スクリーニング）、あるいは
混成バンド
の準粒子による遍歴磁性に起因すると理解されている。しかし、これら２つの描像に加え、不
均一磁性に起因する場合があることが、最近の
に関する研究から明かとなってきた。
が低温で示す弱い反強磁性（磁気振幅：
）と大きなエントロピー変
化とがいかに整合するかという問題は長年の謎であった。しかし、圧力下の中性子散乱実験、
および
実験から、
相図上の広い範囲に弱圧の非磁性秩序と高圧の反強磁性秩
序の空間的 相共存領域があることが明かとなった。さらに、純良単結晶を用いた最近の実験
では、圧力誘起転移が鋭いほど常圧の反強磁性が抑制される結果が得られている。一連の実験
結果は、
の弱い反強磁性が結晶の不完全性に起因する
な現象であることを
示している。
本講演では、重い電子系
（正方晶、
型：
）の弱い反強磁性につい
て議論する。この物質は
で反強磁性に転移し、磁気振幅の飽和値は
より数
倍から一桁大きく
と報告されている
。比熱には
で明瞭なピーク異常が
観測され、転移に寄与するエントロピー
は、約
である。この
磁性を調べるために、ゼロ磁場および縦磁場ミュオンスピン緩和実験を
、 ポート
で行った。試料は４極アーク炉を用いて作成した単結晶を放電加工機で
厚にスライス
したもの、測定温度範囲は
、ミュオン入射方向は結晶 軸に平行である。反強磁
性の体積分率を正確に求めるために、水晶板を用いてバックグラウンドを注意深く評価した。
における緩和
図 は、
スペクトルを指数関数でフィットし、
に外挿して求めた初期アシンメトリー
の温度変化である。
は
付近より低温
で急激に減少し、ほぼゼロとなることが分か
る。したがって
においては、反強磁
性は結晶全域で起こっているものと考えられ
る。また、この結果からミュオンスピン緩和
率が低温で
より大きくなることが分か
る。しかし、この値は、
を
持つ
の高圧反強磁性相での緩和率
よりも大きい。内場の動的揺ら
図
における
ミュオンスピ
ぎ、あるいは
構造に起因する内場
ン緩和の初期アシンメトリーの温度変化
の大きな分布がその原因と予想される。
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図 2 T C =10.5 K での強磁性転移
及びグラス性を示す磁化測定結果
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Muonium in β-tricalcium phosphate
*1

*1

*1

*2

*2

(KAKUYAMA, Tomoko; KUBO, M. Kenya;

*2

NISHIYAMA, Kusuo; KODA, Akihiro)
β-Ca3(PO4)2, TCP

ESR

TCP

[1]

TCP

µSR
TCP
µSR

TCP

µ
1.0 gcm-2
0.59 mT

7.8

0.4 MHz
0.1 µs-1

2.4 0.6 %
0.86 0.04 µs-1
63.4 0.5 %

4K

Asymmetry

2.7

Time (µs)
.

0.59 mT 290 K

µSR

[1] K. Nakashima, J. Yamauchi, J. Am. Chem. Soc., 127, 1606-1607, 2005.
*1 International

Christian University; *2 Institute of Materials Structure Science, KEK

【PS シンポジウム】
ミュオン科学
―ブースター利用の果たした歴史的役割と成果―
永嶺 謙忠（KEK 名誉教授）
次の諸点について、KEK 中間子科学・ミュオン科学の果たした歴史的役割と
成果について要約を試みることとしたい。
１．KEK500MeV シンクロトロンからのパルス状ミュオンについて
この施設では、中性子施設とともに世界に先駆けて、カスケード陽子加速器の
中間段階からの陽子ビームの余剰利用を本格的に実現した。12 GeVPS の加速の
待ち時間を有効利用して、500 MeV の陽子を得ている。その後の陽子加速器利
用の模範となった。一方、中性子施設との共存のあり方としては、｢分岐｣ をとり、
｢串刺し｣ を取らなかった事が反省点としてあげられる。
ビーム技術の開発としては、シンクロトロンからの良質なパルス状ミュオンを発
生し利用するために大型超伝導技術を駆使し、超伝導ミュオンチャネルを実現した。
続いて幾つかの最先端ビーム技術の開発を行った。超低速正ミュオンビームは、
真空中のミュオニウム発生とそのレーザー解離という二つの技術開発をへて実現
した。A.P. Mills と S. Chu 両氏の参加と指導があった。その後、KEK での陽子ビー
ム直結型から、理研 RAL での 2 次ライン利用型に進み、ビームの良質化が行わ
れている。②大立体角ミュオン捕獲では、超伝導コイルを生成標的に近接して配
置して、1str の立体角を実現し、通常のビームチャンネルの 20 倍の効率でミュ
オンビームを引き出すことが出来た。
２．そのミュオンが明らかにした自然の謎；原子分子・物質科学・生命科学など
パルス状ミュオンは、通常のミュオンに比べて次ぎのような優れた特徴を持っ
ている：①長時間域（平均寿命の 10 倍以上）の μSR 測定が可能；②位相敏感測定、
即ち巨大白色雑音下の微弱信号の観測；③レーザー・高周波などの極端実験条件
との結合が容易。これらの特徴を生かした実験で成果を挙げることが出来た。
2.1 ミュオン触媒核融合
パルス状ビームが可能にした巨大白色雑音下の微弱信号観測の特性を生かし
て、D-T 混合系の中で起こるミュオン核融合において、エネルギー生産性の限界
を示すミュオンアルファ付着率に直結する信号を観測することが出来た。実験
は、KEK・原研・LANL･RAL の協力で行われた。その後の理研 RAL や TRIUMF
での成果をふまえて、ブレークイーブンへの展望が得られている。
；高温高密度・
オルソパラ制御→付着率小・サイクル率大。
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2.2 物質科学
盛んに実験がおこなわれたので、幾つかの代表的研究のタイトルを挙げるとど
める。①高温超電導体・エキゾチック磁性体の微視的磁性。La 系、Y 系、Bi 系
の磁気相図の決定や、重い電子系での基本的相互作用を見つけることが出来た。
②軽粒子ミュオンの金属中の量子拡散や、絶縁体中のブロッホ波状拡散の発見。
③ ZnO や GaN などの半導体中のミュオン中心の研究により、微量水素不純物の
効果の同定。
2.3 生体高分子中の電子伝達
導電性ポリマーであるポリアセチレンの μSR 研究によりミュオン電子ラベリン
グ法を確立した。ソフトマター中で、減速中にミュオンが連れてきた電子の運動
をミュオンがとらえるので、物質中の電子の微視的な運動を電極を挿入せずに高
感度で捉えることが出来る。長時間域の μSR 測定の特性が生かされていて白川英
樹先生に参加頂いた。この手法を用いて、蛋白質・DNA 中の電子伝達の研究に拡
張され、様々な結果を得ている。この際、ヘム蛋白質のような巨大分子の中でミュ
オンの占める位置が、選択的にヘム鉄の近くに配位することが助けになっている。
３．J-PARC でのミュオンと新たな挑戦− J-PARC MUSE で何が可能になるか−
新しいビーム技術の進展と、それによる科学研究の大きな進展が期待できる。
直線状 mm 以下の径で、10 MeV 以上のミュオンビームの実現とそれを用いた超
高圧物性・脳機能研究。大強度超低速ミュオンによるスピントロ二クス物質の
開発；光学的手法では測定不能な Si､ Ge､ C などの中の伝導電子偏極を調べる。
100 MeV ミュオンによるラジオグラフィーの産業利用。
４．おわりに
私共のささやかな施設がどの様な存在意義をもっていたか、シンポジウム司会
者のガイドラインに沿って記しておきたい。
国際的連携、特にアジア諸国との協力。幸いにして世界最高レベルの欧米の研
究者の参加を得る事が出来た。アジアとは国際化の進んだ先進国経由の連携にと
どまっている。大学と研究所の密接な連携。私共の施設は、共同利用研 KEK の中
の大学東大（→ ‘96 年）
、
物構研の中のミュオン（‘97 年→）として存在していたため、
ユニークな連携が実現していた。J-PARC での研究体制に模範となるかもしれない。
科学が尊敬され、技術が信頼される社会の形成。大型物体のラジオグラフィー、
スピントロ二クス物質の開発、脳機能研究などで、産業界や生物医学界に実用化
される可能性がある。
このような先端的な素粒子ミュオンを用いた科学研究の場をあたえてくださっ
た西川哲治先生始め KEK の関連の皆様方に厚く感謝致します。
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【M SHTSC-VIII】
μSR study of eﬀects of rare-earth moments on the 1/8 anomaly in the
excess-oxygen-doped high-Tc cuprates La2−x Ax Cu1−y Zny O4+δ (A = Eu, Pr)

Relationship between the Cu-spin ﬂuctuation and superconductivity in
La2−x Srx Cu1−y (Zn, Ni)y O4 (x = 0.15) studied by the μSR and
magnetic susceptibility

Yoji Koike1 , Risdiana1 , Tadashi Adachi1 , Naoki Oki1 , Hiroshi Mikuni1 , Isao Watanabe2 , F. L. Pratt3

Tadashi Adachi1 , Naoki Oki1 , Risdiana1 , Satoshi Yairi1 , Yoji Koike1 , Isao Watanabe2

1
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pan, 2 The Institute of Physical and Chemical Research (RIKEN), 2-1 Hirosawa, Wako 351-0198, Japan, 3 ISIS,

Department of Applied Physics, Graduate School of Engineering, Tohoku University, 6-6-05, Aoba, Aramaki,

Aoba-ku, Sendai 980-8579, Japan,
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Department of Applied Physics, Tohoku University, 6-6-05 Aoba, Aramaki, Aoba-ku, Sendai 980-8579, Ja-

Rutherford-Appleton Laboratory, Chilton, Didcot, OX11 0QX, Great Britain

Advanced Meson Science Laboratory, RIKEN, 2-1 Hirosawa, Wako 351-
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We have investigated the Cu-spin dynamics in the excess-oxygen-doped La2−x (Eu,
Pr)x Cu1−y Zny O4+δ from the zero-ﬁeld muon-spin-relaxation measurements, in order to clarify eﬀects of rare-earth moments on the so-called 1/8 anomaly. Here,
rare-earth elements are substituted for La so as to suppress the macroscopic phase
separation of excessively doped oxygen atoms.

In order to clarify the relationship between the magnetism and superconductivity
in the hole-doped high-Tc superconductors, we have investigated eﬀects of Zn and
Ni on the Cu-spin dynamics and superconductivity from the zero-ﬁeld muon-spinrelaxation (ZF-μSR) and magnetic-susceptibility measurements for the optimally
doped La2−x Srx Cu1−y (Zn, Ni)y O4 with x = 0.15, changing y ﬁnely up to 0.10.
The ZF-μSR measurements have revealed that, in the Zn-substituted case, the magnetic correlation between Cu spins starts to develop at y = 0.01, followed by the
formation of a magnetic order at y = 0.02 − 0.03. In the Ni-substituted case, on the
other hand, the magnetic correlation starts to develop at y = 0.02 − 0.03. These
results indicate that the formation of a magnetic order requires a larger amount of
Ni than that of Zn, which is consistent with the previous result for x = 0.13 [1].
The magnetic-susceptibility measurements have revealed that the superconducting
volume fraction strongly decreases by a small amount of Zn, but the decrease is
weaker for x = 0.15 than for x = 0.13. This is much correlated with the fact that
the formation of a magnetic order requires a larger amount of Zn for x = 0.15 than
for x = 0.13. According to the stripe model [2], therefore, it is concluded that, even
for x = 0.15, the dynamical stripe correlations of spins and holes are pinned and
stabilized by Zn and Ni, leading to the formation of the static stripe order and the
suppression of superconductivity [3]. Moreover, we study the temperature dependence of volume fractions of superconducting and magnetically ordered regions and
discuss their spatial distribution in the CuO2 plane.

For the nonmagnetic-Eu-substituted system with x = 0.1 and y = 0, in which superconductivity is suppressed around δ = 0.0625, namely, around p (the hole concentration per Cu) = 2δ = 1/8, a muon-spin precession corresponding to the formation of
a long-range magnetic order of Cu spins has been observed around p = 1/8. This is
similar to that observed in the magnetic-Nd-substituted La1.8 Nd0.2 Cu1−y Zny O4+δ
[1-3].
On the other hand, for the Pr-substituted system with x = 0.2 and y = 0, in
which superconductivity is slightly suppressed not around δ = 0.0625 but around
δ = 0.082, it has been found that the magnetic order develops most around
δ = 0.082. This suggests that holes are not doped into the CuO2 plane so effectively in the Pr-substituted system, owing to the hybridization between Pr 4f
and O 2p orbitals, and that the 1/8 anomaly appears around δ = 0.082 in the
Pr-substituted system.
It is concluded that the 1/8 anomaly and the stripe correlations of spins and holes
[4] exist inherently in the excess-oxygen-doped La-214 systems independent of rareearth moments.

[1] T. Adachi et al., Phys. Rev. B 70, 060504(R) (2004).
[2] J.M. Tranquada et al., Nature (London) 375, 561 (1995).
[3] M. Kofu et al., Phys. Rev. B 72, 064502 (2005).

[1]
[2]
[3]
[4]

Y. Koike et al., J. Low Temp. Phys. 131, 837 (2003).
H. Mikuni et al., Phys. Rev. B 68, 024524 (2003).
I. Watanabe et al., submitted to Phys. Rev. B.
J.M. Tranquada et al., Nature (London) 375, 561 (1995).
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【M SHTSC-VIII】
μSR study of impurity eﬀects on the Cu-spin ﬂuctuations in the overdoped
regime of La2−x Srx Cu1−y Zny O4

Dimensional crossover in Na0.5 CoO2 detected by μ+ SR
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Previously, we have investigated impurity eﬀects on the Cu-spin dynamics from
the zero-ﬁeld muon-spin-relaxation (ZF-μSR) measurements in the underdoped regime of the hole-doped La2−x Srx Cu1−y Zny O4 . It has been found that the Cu-spin
ﬂuctuations around Zn exhibit slowing down at low temperatures due to the pinning
of the dynamical stripes by Zn [1]. If the dynamical stripe correlations play an important role in the appearance of superconductivity, similar impurity eﬀects must be
observed also in a wide range of hole concentration where superconductivity appears.
Therefore, we have performed ZF-μSR measurements of La2−x Srx Cu1−y Zny O4 in
the overdoped regime up to x = 0.30 at low temperatures down to 0.02 K.
In the 3 % Zn-substituted samples with 0.18≤ x ≤0.27, an exponential-like depolarization of muon spins has been observed, indicating the Zn-induced slowing
down of the Cu-spin ﬂuctuations. The depolarization rate decreases with increasing
x and almost no fast depolarization of muon spins has been observed for the 3 %
Zn-substituted sample with x = 0.30 where superconductivity disappears. The present results suggest that the dynamical stripe correlations exist in a wide range of
x where superconductivity appears and that the stripe-pinning model holds good in
the overdoped regime as well as in the underdoped regime, meaning that it is possible that the dynamical stripe correlations play an important role in the appearance
of superconductivity in hole-doped cuprates. Moreover, the present results indicate
that there is no quantum critical point at x ∼ 0.19 proposed by Panagoupolos et
al. [2].
[1] Adachi et al., Phys. Rev. B 69, 184507 (2004).
[2] Panagoupolos et al., Phys. Rev. B 69, 144510 (2004).

The AF order of Na0.5 CoO2 appears to be an isolated island in the narrow x range between
a metallic Pauli paramagnet (0.3 < x < 0.5) and a Curie-Weiss metal (0.5 < x < 0.75),1)
although the precise phase boundary of the AF phase is still unknown. Since resistivity (ρ)
measurements1) and TEM observations2) on Na0.5 CoO2 indicated charge-ordering in the CoO2
plane probably due to the order of Na ions, the origin of the AF order was naturally explained
using this model. The Na-ordering also reduces the symmetry of Na0.5 CoO2 from hexagonal
to orthorhombic even at 295 K, due to the formation of Na zig-zag chains.2,3) It is also known
that Na0.5 CoO2 is highly anisotropic: the χab (T ) curve exhibits a clear change in slope (dχ/dT )
at both TN1 and TN2 , whereas the χc (T ) curve only changes slope at TN2 .4) Here χab and χc are
χ measured under H ⊥ c and H  c, respectively. However, as T decreases from high T , the
ρab (T ) curve exhibits a rapid increase at TN2 without any clear anomalies around TN1 .4)
Past μ+ SR experiments on a powder Na0.5 CoO2 sample showed the existence of three
diﬀerent internal magnetic ﬁelds (Hiint ) below TN1 .5) From the T dependences of these three
int
Hi , spin reorientation was proposed at both TN2 and 29 K, but the directions of Hiint were
unknown. Recently the AF magnetic structure was determined at 8 K by a neutron scattering
experiment using a single crystal of Na0.5 CoO2 6) : in the alternating arrangement of Co3+ (S =
0) and Co4+ (S = 1/2) chains along the b-axis, the neighboring Co4+ spins, which are parallel
to the chain (a-axis), are coupled antiferromagnetically. In contrast to the results of μ+ SR, χab
and ρab measurements, the T dependences of the AF Bragg peaks indicate that there are no
crucial changes in magnetic structure at TN2 and 29 K.
In order to solve the discrepancy concerning the nature of the AF phase, we measured the
T dependence of not only Hiint but also the angle of Hiint relative to the ab-plane by means of
+
μ SR using single crystals of Na0.5 CoO2 . Zero ﬁeld μ+ SR measurements with various initial
muon spin orientations indicate the existence of static internal magnetic ﬁelds at temperatures
below TN1 whose directions rotate around TN2 . A precise analysis of the dipolar ﬁelds suggests
that two-dimensional antiferromagnetic (2D-AF) order appears at TN1 , while 3D-AF order
completes below TN2 . Comparing with the μ+ SR result on K0.5 CoO2 ,7) we try to clarify the
common nature of the AF phase in the lamellar cobaltates with x ∼0.5.
REFERENCES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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Muon spin relaxation studies on MnIII2-NiII single-chain magnet and single-molecule magnet
S Ohira <ohira@riken.jp>, Advanced Meson Science Laboratory, RIKEN, 2-1 Hirosawa, Wako, Saitama 351-0198,
Japan; A Saitoh, Department of Chemistry, Graduate School of Science, Tokyo Metropolitan University, 1-1 Minamiosawa, Hachioji, Tokyo 192-0397, Japan; H Miyasaka, Department of Chemistry, Graduate School of Science,
Tohoku University, Aramaki-Aza-Aoba, Aoba-ku, Sendai 980-8578, Japan
In the magnetic properties of single-chain magnets (SCMs), there
should be a characteristic relaxation mechanism due to strong uniaxial
anisotropy. Thus, it is meaningful to investigate the dynamical
behavior with various probes in their own time scales. We performed
muon spin relaxation (lSR) measurements on an SCM1)
[Mn2(saltmen)2Ni(pao)2(py)2](PF6)2 and a single-molecule magnet
(SMM)2) [Mn2(5-Clsaltmen)2Ni(pao)2(phen)](ClO4)2.
In the SCM, an enhancement of the muon spin relaxation is observed
at around 10 K (Figure(a)), indicating that S=3 trimer units of MnIII-NiIIMnIII are formed, leading to behaviour as a ferromagnetic SCM. The
spin fluctuation is suppressed because of the large anisotropy, on the
frequency scale of lSR (of the order of MHz) at temperature near the
broad peak of the muon spin relaxation rate. Below 10 K, the
amplitude of the static (non-relaxing) component of the zero-field (ZF)
lSR time spectra monotonically increases as temperature decreases,
and is saturated at 1.5 K (Figure(b)). It is expected that the magnetic
correlation length grows, and then crosses over to relaxation following
a finite-size effect3).
A broad maximum of the muon spin relaxation rate is also observed in
the SMM at 10 K, which corresponds to the blocking temperature
observed in the lSR time scale. The fluctuation of the local internal
field due to spin flip becomes slow with decreasing temperature. The
results clearly show the difference in the spin dynamics between the
SCM and the SMM, originating from the different relaxation mechanisms.
[1] R. Clerac et al., J. Am. Chem. Soc. 124 (2002) 12837; H. Miyasaka et al., Inorg. Chem. 42 (2003) 8203.
[2] H. Miyasaka et al., Chem. Eur. J. 11 (2005) 1592.
[3] C. Coulon et al., Phys. Rev. B 69 (2004) 132408.
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Coexistence of Static Magnetism with a Modulated Stripe
Structure and Superconductivity Revealed by μSR Measurements in La2−x Srx CuO4
K. Ishida1 , W. Higemoto2,3, A. Koda3 , K. Satoh3, K. Ohishi2, R. Kadono3, M.
Fujita4, and K. Yamada4 ,
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We have performed transverse-field muon spin rotation (μSR) experiments on
single crystals of underdoped La2−x SrxCuO4 in the field range from 1 to 60 kOe.
The aims of the study are to investigate the magnetic properties at low temperatures and the relation between magnetism and superconductivity in the high-Tc
superconductor. μSR measurements were performed in the samples of x = 0.053
(Tc = 0) and 0.07 (Tc = 17 K), which are close to the critical concentration of
x = 0.06, and the sample of x = 0.12 (Tc = 30 K). NMR measurements at low
temperatures have not been performed in these samples due to the wipe-out effect of NMR signals[1], which originates from the development of the low-lying
fluctuations. The μSR measurements on x = 0.07 and 0.12 samples show evidence of static magnetism around 5 K, far below the superconducting transition
temperature Tc [2]. Similar static magnetism was also observed in the x = 0.053
sample below 5 K. We measured the shift and the linewidth of the fast-Fourier
transform (FFT) spectra in the x = 0.07 sample obtained in a high field of 60 kOe.
From investigation of field dependence and comparison with bulk susceptibility,
the shift and the linewidth are dominated by Cu-3d spins. The temperature dependences of the shift and the linewidth indicate the development of modulated
staggered correlations below 100 K. We consider that the modulated correlations
are related with the stripe correlations observed in the neutron experiment[3].
The possible modulation is discussed using the line shape of the FFT spectra.
[1] A. W. Hunt et al. Phys. Rev. B 64, (2001) 134525.
[2] Ch.Niedermayer et al. Phys. Rev. Lett. 80, (1998) 3843.
[3] M. Fujita et al.. Phys. Rev. B 65 (2002) 064505.
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The intermetallic binary alloy PrPb3 crystallizes into the AuCu3 -type cubic structure. The crystalline electric field (CEF) ground state of PrPb3 is nonmagnetic
Γ3 doublet which carries the quadrupole degrees of freedom. This compound
exhibits a second-order phase transition at 0.4 K with the following characteristics. No magnetic ordering was detected by neutron diffraction (ND) under
zero field. The phase diagram obtained from magnetization anomalies shows
reentrant magnetic behaviour, which strongly suggests that PrPb3 undergoes an
antiferroquadrupolar (AFQ) phase transition at 0.4 K [1]. Recently, microscopic
justification for AFQ ordering in PrPb3 was suggested by ND experiments in an
applied magnetic field H  [001] [2]. The observation of a field-induced dipole
moment by ND revealed that the arrangement of quadrupole moments in the
AFQ phase is not a simple alternating structure, but a modulated structure. This
fact suggests that a novel electronic state is realized in the AFQ phase. The dHvA
oscillation signal also indicates an anomalous electronic state in both para- and
antiferroquadrupolar phases [3].
We performed muon spin rotation and relaxation (μSR) measurements on a single crystalline sample of PrPb3 in a magnetic field H  [001]. A very large muon
Knight shift was observed in the paraquadrupolar phase and the result indicates
a large local spin susceptibility at one of muon sites. The electronic state of the
paraquadrupolar phase will be discussed from a microscopic point of view. We
will also report the results of μSR measurements under zero field in the AFQ
phase.
[1] T. Tayama et al. J. Phys. Soc. Jpn. 70 (2001) 248-258.
[2] T. Onimaru et al. Phys. Rev. Lett. 94 (2005) 197201.
[3] M. Endo et al. Acta Physica Polonica B 34 (2003) 1031.
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In the homologous series of An+2 Con+1 O3n+3 (A=Ca, Sr and Ba, n=1- ∞), each
one-dimensional (1D) CoO3 chain is surrounded by six equally spaced chains
forming a triangular lattice in the ab-plane. The CoO3 chain in the n=1 compound consists of alternating face-sharing CoO6 trigonal prisms and CoO6 octahedra. As n increases, only the number of CoO6 octahedra increases so as to
build the chain with n CoO6 octahedra and one CoO6 trigonal prism.
For the compounds with n=1-5, transverse ﬁeld μ+ SR experiments showed
the existence of a magnetic transition below 100 K,[1] although there were no
clear anomalies in the susceptibility-T curve. The onset temperature of the transition (TNon ) was found to decrease with increasing n; from 100 K for n=1 to 55 K
for n=5. In combination with the fact that the paramagnetic Curie temperature
ranges from -150 to -200 K for the compound with n=2 and 3, the μ+ SR result indicates that a short-range two-dimensional (2D) AF order, which had been
thought to be unlikely to exist at high T due to a relatively strong 1D-F interaction, appears below TNon for all compounds with n=1-5. For BaCoO3 (n = ∞),
a 1D-F order appeared below 53 K, and a sharp long-range 2D-AF transition
occurred at 15 K without the indication of an appearance of a short-range order.
The relationship between TNon and the inter-chain distance (dic ), which increases monotonically with n, is well ﬁtted by a formula TN /TN,0 =(1-dic /dic,0 )β ,
as similarly to the T dependence of the order parameter below TN . This implies that TNon is induced by the 2D-AF interaction for all the quasi-1D cobalt
oxides. The TNon − dic curve also suggests a large pressure (P ) dependence of
TN for the compounds with n ≥4, whereas a very small effect for the compounds with n=1-3. Indeed, our μ+ SR experiment shows that TN of BaCoO3
is enhanced by P with the slope of 2.2 K/GPa, while there are no detectable
changes between the data obtained at ambient P and 1 GPa for both Ca3 Co2 O6
and Sr4 Co3 O9 . This strongly supports the role of the 2D-AF interaction on TNon .
[1] J. Sugiyama et al. Phys. Rev. B 72 (2005) 064418.
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SmRu4 P12 with a ﬁlled skutterudite structure has attracted much attention as a possible
octupolar ordering compound. It shows a metal-insulator (MI) transition at TMI =16.5 K,
which is followed by a magnetic anomaly at TN =14 K. The MI transition in SmRu4 P12
has been considered not to originate from band nesting, unlike PrRu4 P12 . The ground
state of the CEF multiplet is expected to be a Γ67 quartet in Th symmetry, which has
dipole, quadrupole, and octupole degrees of freedom. In association with the CEF ground
quartet, orbital ordering below TMI was predicted as a cause of the MI transition.
Recently, Yoshizawa et al. carried out elastic constant measurements on SmRu4 P12 [1].
The elastic constants show a sharp drop at TMI in a zero ﬁeld and the anomaly gradually
disappears with increasing ﬁeld. On the other hand, the magnetic anomaly at TN is
indistinct in a low ﬁeld, becoming clear with increasing ﬁeld. An octupolar ordering
scenario was proposed in order to explain such a strange elastic behaviour. A breakdown
of the time reversal symmetry is expected between TMI and TN , resulting from the coupling
between dipole and octupole moment, which is allowed in Th symmetry.
We performed muon spin rotation and relaxation (μSR) measurements on SmRu4 P12 to
elucidate the mysterious phase transitions at a low ﬁeld. Small single crystalline samples
of SmRu4 P12 were randomly aligned for the experiment. Zero ﬁeld (ZF) and longitudinal
ﬁeld μSR measurements were carried out from 100 K down to 20 mK at πA port, the
Muon Science Laboratory in KEK.
We observed an increase of muon spin relaxation rate below TMI , which was also reported
in Ref.[2]. Present result suggests that the phase transition at TMI is related to magnetic
degrees of freedom, i.e., dipole, octupole, or both of them. The development of the
internal ﬁeld continued down to around 1K, and a muon spin precession signal gradually
become visible with a suppression of magnetic ﬂuctuation. At 20mK, the ﬂuctuation
was mostly quenched and a clear precession signal of 2.6MHz was observed, indicating
coherent internal ﬁeld of approximately 190 G at muon site. The origin of the unusual
magnetic behaviour will be discussed.
[1] M. Yoshizawa et al., J. Phys. Soc. Jpn. 74(2005)2141.
[2] K. Hachitani et al., Phys. Rev. B 73(2006)052408.
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Our recent μSR works on Zn and Ni impurity eﬀects on the Cu-spin dynamics in
La2−x Srx Cu1−y (Zn,Ni)y O4 to study the mechanism of the high-Tc superconductivity are
reviewed.
First, both Zn and Ni impurity eﬀects on the Cu-spin dynamics have been investigated
from the zero-ﬁeld μSR measurements for the optimally doped La2−x Srx Cu1−y (Zn,Ni)y O4
with x = 0.15, changing y ﬁnely up to 0.10. It has been found that the magnetic correlation
between Cu spins starts to develop at y = 0.01 and a magnetic order is formed at y =
0.02 - 0.03 in the Zn-substituted case, while the magnetic correlation starts to develop at
y = 0.02 - 0.03 in the Ni-substituted case. The formation of the magnetic order requires
a larger amount of Ni than that of Zn. This is correlated with the experimental result
that the superconducting volume fraction decreases through the Zn substitution more
markedly than the Ni substitution [1]. According to the stripe model, it is concluded
that the dynamical stripe correlations of spins and holes are pinned and stabilized by Zn
more markedly than by Ni, leading to the formation of the static stripe order and the
suppression of superconductivity.
Secondly, Zn eﬀects on the Cu-spin dynamics have been investigated from the zero-ﬁeld
μSR measurements in a wide hole-concentration range of La2−x Srx Cu1−y Zny O4 up to x
= 0.30. In the 3% Zn-substituted samples with 0.18 ≤ x ≤ 0.27, an exponential-like
depolarization of muon spins has been observed, indicating the Zn-induced slowing down
of the Cu-spin ﬂuctuations. The depolarization rate decreases with increasing x and
almost no fast depolarization of muon spins has been observed for the 3% Zn-substituted
sample with x = 0.30 where superconductivity disappears. The present results suggest
that the dynamical stripe correlations exist in a wide range of x where superconductivity
appears and that the stripe-pinning model holds good in the overdoped regime as well as in
the underdoped regime, meaning that it is possible that the dynamical stripe correlations
play an important role in the appearance of the high-Tc superconductivity. Moreover, the
present results indicate that there is no quantum critical point at x = 0.19 proposed by
Panagopoulos et al. [2].
[1] T. Adachi et al., Phys. Rev. B 70, 060504(R) (2004).
[2] C. Panagopoulos et al., Phys. Rev. B 69, 144510 (2004).
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Single-molecule magnets (SMMs) and single-chain magnets (SCMs) are the current focus
for many research groups in the ﬁeld of molecule-based magnetism. These materials show a
characteristic relaxation due to uniaxial anisotropy with the high spin ground state. In the
SCM systems, intra-chain ferromagnetic coupling also operates between the anisotropic
high-spin units. We have performed the muon spin relaxation (μSR) measurements on
an SCM system [1,2], [Mn2 (saltmen)2 Ni(pao)2 (py)2 ](PF6 )2 , at the RIKEN-RAL Muon
Facility in Rutherford Appleton Laboratory, to understand the characteristic magnetic
relaxation.
The system forms the S = 3 trimer units of MnIII -NiII -MnIII with antiferromagnetic couplings, and a weak ferromagnetic interaction exists between the units. In the zero-ﬁeld
(ZF) and longitudinal-ﬁeld (LF) μSR time spectra, two exponentially relaxing components are observed. The amplitude of the slow relaxation monotonically decreases as
temperature decreases from room temperature, and its gradient becomes steeper below
∼25 K. This behavior is expected to correspond to some crossover in the spin ﬂuctuation
accompanying the S = 3 units formation. This amplitude shows a minimum at around
10 K, at which the muon spin relaxation rate shows a peak. Below 10 K, two kind of
magnetic relaxation processes could be observed: growth of the ferromagnetic correlation
within the chain with decreasing temperature and its saturation at ∼2 K due to a ﬁnitesize eﬀect [3]. Furthermore, we observed the long-time relaxation after shutting oﬀ the
external ﬁeld below 2 K in the “time-dependent” μSR time spectra, taking advantage of
the large intensity of the pulsed muon beam at this facility.
[1] R. Clérac et al., J. Am. Chem. Soc. 124 (2002) 12837.
[2] H. Miyasaka et al., Inorg. Chem. 42 (2003) 8203.
[3] C. Coulon et al., Phys. Rev. B 69 (2004) 132408.
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The family of Ce-based compounds Cen Mm In3n+2m (M = Co, Rh, Ir) are known as heavy
fermion materials [1]. The single layer compounds CeMIn5 (n = m = 1) show superconductivity at atmospheric pressure, having transition temperatures Tc = 2.3 K [2] and
0.4 K [3] for M = Co and Ir, respectively. The M = Rh material superconducts below
2.1 K [4] under pressure. Ce2 MIn8 (M = Rh, Ir, m = 1, n = 2) is a bilayer variant with a
tetragonal structure in which 2 layers of CeIn3 units are stacked along the c-axis between
a monolayer of MIn2 . Ce2 IrIn8 , which shows no superconductivity, has a high Sommerfeld
constant of 700 mJ/Ce mol K2 , so that it is also classi?ed as heavy fermion system. In
a previous muon Knight shift study [5], a deviation from the linear behavior of Knight
shift K versus C was observed below a characteristic temperature T  , in accordance with
the model of Nakatsuji et al. [6]. In this picture the susceptibility C can be decomposed
into a high temperature component corresponding to non-interacting local moments and
a low temperature component C lowT  (1 T /T  ) ln(T  /T ) which is characteristic of the
heavy electron state below T  [6]. In order to elucidate the e ects of Ce dilution on the
heavy electron state in Ce2 IrIn8 , we have performed muon Knight shift measurements in
single crystalline samples of (Ce,La)2 IrIn8 under 1 T applied field parallel to the c-axis.
Although the detailed analysis is still in progress, we have observed that the negative shift
line observed in Ce2 IrIn8 splits into two peaks in the La-doped samples. The intensity of
this new peak increases with increasing La concentration, suggesting that there are two
kinds of muons which sense the local magnetic fields near Ce or La sites. The e ects of
Ce dilution on the temperature T  will be discussed.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

CATEGORY: 1) Experiment 2) μSR
KEYWORDS: electoron-doped high-Tc cuprate, inﬁnite layer
The question whether or not the mechanism of superconductivity in electron-doped (ntype) cuprates is common to that in hole-doped (p-type) cuprates is one of the most
interesting issues in the ﬁeld of high-Tc superconductivity, which is yet to be answered.
Unfortunately, the n-type cuprates are not so well studied as p-type systems to date,
partly due to the fact that their variety is limited to the T’-phase RE2 CuO4 compounds.
In particular, the study of ﬂux line lattice (FLL) state is far behind that in p-type cuprates
because of strong random local ﬁelds from rare-earth ions which mask information from
CuO2 planes for magnetic probes such as muon spin rotation and relaxation (μSR).
Inﬁnite-layer structured Sr1−x Lax CuO2 (SLCO) is a suitable compound for detailed μSR
study of electron-doped systems, as it is free from magnetic rare-earth ions. We performed
μSR measurements for SLCO (x=0.125) to elucidate the magnetic ground state and the
fundamental length scales of superconductivity. In the normal state, we observed a clear
sign of phase separation, where a quasi-static magnetic phase develops over non-magnetic
phase with decreasing temperature (at temperatures much higher than Tc ∼42 K). Taking
this result into consideration, we deduced the magnetic penetration depth λ from the
μSR spectra below Tc using the modiﬁed London model. In this contribution, we present
detailed examination into the recent claim that the superconducting carrier density (∝
λ−2 ) in SLCO is far oﬀ the Uemura line[1]. The behavior of magnetic phase and that of
λ in the superconducting phase will be also discussed.
[1]A. Shengelaya et al., Phys. Rev. Lett. 94 (2005) 127001.

J.D. Thompson et al., J. Magn. Magn. Mater. 226-230, 5 (2001).
C. Petrovic et al., J. Phys.: Condens. Matter 13, L337 (2001).
C. Petrovic et al., Europhys. Lett. 53, 354 (2001).
H. Hegger et al., Phys. Rev. Lett. 84, 4986 (2001).
R.H. He ner et al., Physica B 374-375, 184 (2006).
S. Nakatsuji et al., Phys. Rev. Lett. 89, 106402 (2002).

μSR study of YbAl3C3 with highest quadrupolar
ordering temperature

Antiferromagnetic spin structure in BaCoO3 below
15 K determined by Neutron and μ+SR

Kazuhiko Satoh1 , Tetsusige Yoshida1 , Toyoaki Endo1 , Hidemi Fujita1 , Yoshiaki Kato1 ,
Masashi Kosaka1 , Takashi U. Ito2,3 and Wataru Higemoto2
1

Division of Material Science, Graduate School of Science and Engineering,
Saitama University,
Saitama, Saitama 338-8570, Japan
2
Advanced Science Research Center, Japan Atomic Energy Agency,
Tokai, Ibaraki 319-1195, Japan
3
Graduate School of Science and Engineering, Tokyo Institute of Technology,
Meguro, Tokyo 152-8550, Japan
CATEGORY: 1) Experiment 2) μSR
KEYWORDS: f-electron systems, quadrupolar ordering

Recently, Kosaka et al. reported physical properties of the Yb-based hexagonal compound
YbAl3 C3 [1]. Although specific heat of YbAl3 C3 shows a sharp peak at 80 K, no magnetic
anomaly is found at this temperature. On the other hand, ultrasonic measurements show
that the elastic constant exhibit softeni ng behavior toward 80 K. By comparing these
data with those of well-known quadrupolar ordering compounds, they concluded that antiferroquadrupolar ordering with highestordering temperature is realized in YbAl3 C3 . At
low temperatures, specific heat shows broad maximum around 5 K. They also speculated
that 4f level of Yb3+ ion is split into four doublets by the crystalline electricfi eld and the
excitation energy of the first excited doublet of 4f states is about 15 K. Magnetic entropy
between 0.4 and 80 K is estimated to be Rln2 and magnetic ordering is expected below
0.4 K.
In order to clarify the nature of anomaly at 5 K and 80 K, and explore the magnetic
ordering below 0.4 K, we performed the μSR measurement of YbAl 3 C3 at πA-port, Meson
Science Laboratory, High Energy Accelerator Organization (KEK-MSL) down to 20mK.
Zero field μSR spectra below 120 K are fitted by the product of the temperatureindependent static Gaussian Kubo-Toyabe function and temperature-dependent exponential function, as Pm = exp( − λt)GKT (t). μSR spectrum does not show any anomaly
around 80 K and it is confirmed that the transition at 80 K is not magnetic one. Below about 5 K, the relaxation rate λ tends to increase with decreasing temperature.
Longitudinal magnetic field of 2000 G does not decouple μSR spectra and relaxation is
dynamical. However, no magnetic transition was found down to 20 mK, although the
magnetic moment of Yb3+ is dynamically fluctuating. At present, the reason for the absence of magnetic transition is not clear andfurther experimental studies are desired.

H. Nozaki1 , M. Janoschek2,3 , B. Roessli2 , J. Sugiyama1 , L. Keller2 ,
J. H. Brewer4 , E. J. Ansaldo5 , G. D. Morris5 , T. Takami6 , H. Ikuta6
1

Toyota Central Research and Development Labs. Inc., Nagakute, Aichi 480-1192, Japan
2
Laboratory for Neutron Scattering, ETH Zurich and Paul Scherrer Institut, CH-5232
Villigen PSI, Switzerland
3
Physik Department E21, TU München, 85748 Garching, Germany
4
TRIUMF, CIAR and Department of Physics and Astronomy, University of British
Columbia, Vancouver, BC, V6T 1Z1 Canada
5
TRIUMF, 4004 Wesbrook Mall, Vancouver, BC, V6T 2A3 Canada
6
Dept. of Crystalline Materials Science, Nagoya University, Furo-cho, Chikusa-ku,
Nagoya, 464-8603 Japan
CATEGORY: 2) SR, Neutron, mSR or NMR
KEYWORDS: Quasi-one-dimensional system, cobalt oxides, hexagonal perovskite

The magnetic structure of the antiferromagnetic(AF) hexagonal perovskite BaCoO3 was
investigated by means of a neutron diﬀraction technique, using a powder sample in the
temperature range between 60 K and 1.5 K. It is found that AF diﬀraction peaks appear
below Néel temperature (TN = 15 K). The intensity of the peaks increases with decreasing
T down to 1.5 K, and the relationship between the reduced intensity(I/I0 ) and T is given
by (I/I0 )1/2 ∝ (1−T /TN )β with β = 0.19±0.01, indicating a two-dimensional nature of TN
in BaCoO3 . The assignment of the magnetic diﬀraction peaks also suggests the existence
of a magnetic super-unit cell with nine times larger than the crystallographic unit cell.
Although several possible spin arrangements ﬁt the neutron diﬀraction pattern, when
combined with the results of a muon-spin spectroscopy experiment, the most reasonable
description of the AF state in BaCoO3 is a modulated structure along the (1 1 0) direction,
described as ml = m0 cos(2πkl), where ml is the moment at the Co4+ site l , m0 =
(0, 0, 0.53μB ) at 1.5 K and k is the propagation vector ( 13 , 13 , 0).

[1] M. Kosakaet al. J. Phy. Soc. Jpn., 74(2005)2413.
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Muon-Spin-Relaxation study on randomness
introduced Tl1−xKxCuCl3 with x = 0.44

Muon Spin Relaxation Study of Frustrated
Triangular-Lattice System Ca3Co2O6

Takao Suzuki1 , Isao Watanabe1 , Akira Oosawa2 , Takayuki Goto2 , Fumiko Yamada3 ,
and Hidekazu Tanaka3

Soshi Takeshita1,2 , Tatsuo Goko1 , Juichiro Arai1 , Kusuo Nishiyama2

1

Advanced Meson Science Laboratory, RIKEN, 2-1 Hirosawa, Wako, Saitama 351-0198
2
Department of Physics, Sophia University, 7-1 Kioi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8554
3
Department of Physics, Tokyo Institute of Technology, Meguro-ku, Tokyo 152-8551
CATEGORY: 1) Experiment 2) mSR
KEYWORDS: Tl1−x Kx CuCl3 , Bose-Einstein condensation, Bose glass phase, μSR

Field-induced magnetic ordering has been investigated intensively in isostructural materials TlCuCl3 and KCuCl3 , and the obtained results were described by the magnon
Bose-Einstein condensation theory[1]. Recently, the bond randomness eﬀect to the singlet ground state was reported in the mixed system Tl1−x Kx CuCl3 , and the appearance
of the new phase (Bose glass phase) was discussed[2, 3]. In this study, we carried out the
muon-spin-relaxation measurement on single crystals of Tl1−x Kx CuCl3 with x = 0.44 in
order to investigate the randomness eﬀect in this system.
The spectra are well ﬁtted by the stretched exponential function of exp(−λt)β , although in case of x = 0.2, the spectra were ﬁtted by the single exponent[4]. In case of x
= 0.44, the relaxation rate of muon spins λ increases divergently with decreasing temperature, and the value of β changes from 1.5 to 0.5 at 80 mK. This result indicates that the
spin state is inhomogeneous in space and in time at lower temperatures in the strongly
randomness introduced system.
[1]
[2]
[3]
[4]

T. Nikuni et al, Phys. Rev. Lett. 84 (2000) 5868.
Y. Shindo et al, J. Phys. Soc. Jpn. 73 (2004) 2642.
M. P. A. Fisher et al, Phys. Rev. B 40 (1989) 546.
T. Suzuki et al, J. Phys. Soc. Jpn. 75, (2006) 025001.
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The quasi-one-dimensional Co compound, Ca3 Co2 O6 , is one of the frustrated triangularlattice system. One-dimensional chains, which consists of alternating face-sharing CoO6
octahedra and CoO6 trigonal prisms, stand parallel to the c-axis and form a triangular
lattice in the ab-plane. Intrachain and interchain interactions seem to be ferromagnetic
and antiferromagnetic, respectively. As is well known, this situation gives rise to strong
magnetic frustration. Up to now, the magnetism of Ca3 Co2 O6 has not been clariﬁed,
because there is little microscopic information available to discuss. In order to investigate the magnetism and spin dynamics in Ca3 Co2 O6 , we have performed magnetization,
speciﬁc-heat and muon-spin-relaxation (μSR) measurement.
Temperature dependence of the magnetization exhibits two transition at around 25 K
(=Tc1 ) and 12 K (=Tc2 ). Below Tc2 , irreversibility can be seen in the magnetization
data. Speciﬁc-heat measurement reveals the development of the long-range order at Tc1 .
On the other hand, zero-ﬁeld (ZF) and longitudinal-ﬁeld (LF) μSR measurement detect
dynamical internal magnetic ﬁeld below Tc1 . The correlation time τc estimated from LFμSR is approximately 21 ns at 20 K. This dynamical nature of the internal ﬁeld continues
down to ∼ Tc2 and then, the internal ﬁeld becomes static.
Mekata [1] has proposed that the partially disordered antiferromagnetic (PDA) state, in
which two-thirds of the chains are antiferromagnetically coupled while the last third remains incoherent, appears in the Ising spin model with antiferromagnetic nearest-neighbor
interactions on the triangular lattice. It is likely to exist the PDA state in Ca3 Co2 O6 because of the similarity of its structure and interactions. We propose that the ordered state
with spin ﬂuctuation such as the PDA state peculiar to this system, is realized between
Tc1 and Tc2 .
[1] M. Mekata, J. Phys. Soc. Jpn. 42 (1997) 76.
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会議予定

国内、国際会議カレンダー
（2006 年 9 月〜）

日時
2006 年

9/20 〜 23
9/23 〜 26
9/28 〜 29

10/3 〜 11/1
11/14 〜 18

2007 年

3/18 〜 21
3/25 〜 27
5/13 〜 18
7/22 〜 27
9/21 〜 24
未定

会議の名称・開催場所・URL
日本物理学会 2006 年秋期大会（核・宇）
奈良女子大学
日本物理学会 2006 年秋期大会（物性）
千葉大学 西千葉キャンパス
1st Swiss-Japan Workshop on the application and on new developments
in muon spectroscopy on novel materials
高エネルギー加速器研究機構
19th International Symposium on Superconductivity (ISS2006)
名古屋国際会議場 http://www.istec.or.jp/ISS
Kyoto Conference on Solid State Chemistry - Transition Metal Oxides;
Past, Present and Future
京都大学 http://msk2.kuicr.kyoto-u.ac.jp/~kcssc/index
日本物理学会 2007 年春期大会（物性）
鹿児島大学
日本物理学会 2007 年春期大会（素・核・宇）
首都大学東京 南大沢キャンパス
The International Conference on Strongly Correlated Electron Systems
Houston, Texas, USA http://sces07.rice.edu
th
24 International Conference on Defects in Semiconductors (ICDS-24)
Albuquerque, New Mexico, USA http://www.icds24.org
日本物理学会 第 62 回年次大会
北海道大学
7th International Symposium on Crystalline Organic Metals, Superconductors
and Ferromagnets (ISCOM2007)
開催場所未定

11th International Conference on Muon Spin Rotation, Relaxation
and Resonance (μSR08)
開催場所未定（日本）
25th International Conference on Low Temperature Physics (LT25)
未定
Leiden, Holland
※ 会員にお知らせしたい国際会議等がございましたら、編集委員までお知らせください。

2008 年

未定

ミュオン施設への申請
理研 RAL ミュオン施設
年 2 回募集
プロポーザル締め切り 未定、課題審査会：2007 年 7 月開催予定
http://riken.nd.rl.ac.uk
ISIS ミュオン施設
年 2 回募集
プロポーザル締め切り 2007 年 4 月 16 日、課題審査会：2007 年 4 月開催予定
http://www.isis.rl.ac.uk
TRIUMF
年 2 回募集
次回は未定（例年 11 月プロポーザル締め切り、12 月に審査会：テレビ会議による発表が可能）
http://www.triumf.ca/tug/eec.html
PSI
年 1 回募集
次回は未定 ( 例年 12 月プロポーザル締め切り、1 月に審査会 )
http://lmu.web.psi.ch/news/news.html
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中間子科学連絡会事務局からのお知らせ
・2006 年度会費納入のお願い
中間子科学連絡会会員各位におかれましては、2006 年度の会費を下記の宛先まで納入して頂
きますよう、よろしくお願い申し上げます。
正会員

２, ０００円

学生会員

１, ０００円

会費はもよりの郵便局で同封の払込取扱票を用いて振り込んで下さい。
また、御関心のある方々、新しい大学院生に新規加入をお勧め下さい。
口座番号

00130-0-355770

口座名称

中間子科学連絡会

加入者振込局

大穂郵便局

・総会開催のお知らせ
日本物理学会 2006 年秋季大会において、奈良および千葉の各会場で各分科のインフォーマル
ミーティングを開催することになっておりましたが、5, 6 ページに示しました会則の改定案を年
度内に総会にて審議する必要性があることから、千葉会場での会合を総会として開催する事が運
営委員会において決定されました。
（これは、次の日本物理学会における年次大会が 2007 年秋まで開催されないことによるやむをえ
ない決定であることをご理解下さい。）
会則の改定という重要事項を話し合う総会となりますので、会員各位におかれましては出来る限
りご参加頂くようお願い致します。
なお、当日は本機関誌を御持参下さい。
日程および場所
・インフォーマルミーティング（奈良女子大学）
9 月 21 日（木） 18:00 〜 20:00

SD 会場

・総会（千葉大学）
9 月 24 日（日） 18:00 〜 20:00
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秋

ZL 会場

51

お知らせ

52

「めそん」No.24, 2006 年

秋

お知らせ

編集部からのお知らせ

「めそん」の原稿

「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」は DTP ソフトの一つである InDesign

各施設からのお知らせ、特集記事など会員に有用な

(Adobe Systems Inc.) を用いて版下を製作し、その出

情報の提供を目指すとともに、会員相互の情報交換

力をそのままオフセット印刷で発行しております。

の場としても積極的に活用していただくことを目標

そこで原稿作成に際しては次の諸点に御留意くださ

にしております。

い。

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） 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

1） 研究会・ワークショップ報告（会員が参加し、 ア文字等も含む）は、出来るだけ半角文字をお使い
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

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（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

予定）

これらの各欄に対応する話題をお持ちの方
（自薦、 たレイアウトはすべて著者の方で行って頂きます。
他薦を問わず）はぜひ編集委員へご連絡ください。 レイアウトについては今号を参照して下さい。また、
また、特集記事に関しても要望等をお寄せ戴ければ

投稿に際しては LaTeX のソースも含めてすべての

積極的に対応していきたいと考えております。

ファイルを電子情報として提出してください。

また、
「めそん」編集部では、ミュオンを用いた

なお、原稿・ディスク等提出頂いたものは原則と

研究に関する皆様の学会発表等の内容を「めそん」 してお返し出来ませんので、あらかじめ御了承くだ
誌上にあらかじめ掲載させて頂き、もって会員相互

さい。

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 cameraready 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。
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＜編集後記＞

2006 年 3 月 31 日朝 9 時に KEK-MSL はシャットダウンとなりました。まずは 28 年の長きに渡り施設
を支えてきた多くの皆様にお礼を申し上げたいと思います。KEK-MSL は他のミュオン施設に較べて自由
度の高い施設であったのではないかと思っております。様々な分野の方が、様々な研究をするのを見るに
つけ、「敷居の低さ」を感じておりました。このような研究に対して開かれた環境は J-PARC にも引き継
ぐべき精神であると思います。
日本の中間子科学は大きな節目を迎えております。施設建設は大事業で、既に大きな山場をいくつか越
えましたが、まだ先には色々なものが立ちはだかっております。この時期を乗り越え J-PARC で自由に研
究を行える環境を得るには中間子科学を会員の力を合わせて盛り立てていくことが重要です。
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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