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議事録

２．各研究機関報告
(1) KEK ミュオン施設の現状（西山）

第 1 回 日本中間子科学会
インフォーマルミーティング 議事録

海外施設を用いた研究を推進している。年間 1,000
万円程度の予算を確保しているが、
不足ぎみである。
2 月 23 日に来年度前期の PAC を行いすでに 23
件を承認している。内訳は TRIUMF 10 件、PSI
13 件。後期にも同程度の申請が予想される。
海外の施設に提出したプロポーザルにおける研究
代表者と、KEK に提出した場合の研究代表者が

日

時：2007 年 3 月 18 日（日）18:00 ～ 20:00

異なる場合が 2 件あり、審査できない事例があっ

場

所：鹿児島大学郡元キャンパス

た。今後は共同研究代表者の形ででも代表者は同

日本物理学会・物性分野分科会 XE 会場

一としていただきたい。

出席者：池戸豊、伊藤厚子、伊藤孝、大石一城、

今回から年 2 回の募集としているが、従来通り

門野良典、川股隆行、幸田章宏、後神達郎、

随時と勘違いしている例があった。メール等で事

小嶋健児、佐藤一彦、佐藤宏樹、下村浩一郎、

前に連絡しているので確認してほしい。

鈴木栄男、竹下聡史、鳥養映子、西田信彦、

総合科学技術会議の下で J-PARC 評価作業部会が

西山樟生、西山純江、髭本亘、三原基嗣、

急ピッチで進行している。

三宅康博、渡邊功雄（22 名 五十音順、敬称略）

J-PARC センターの組織が 4 月より拡大するミュ
オンに関しては物質生命（MLF）ディビジョンの

はじめに、議長に西山、書記に下村を選出した。

下にミュオンセクションがもうけられる。
ミュオンの課題審査は、MLF PAC のもとに中

１．日本中間子科学会報告

性子・ミュオンの分科会を設置して対応する。

・ 第一期運営委員候補選挙結果報告（門野）

第 3 者設置のビームラインについても、PAC に

「めそん」参照のこと。今回は 14 位が同票となっ
たため 15 名が運営委員となった。
・ 第一回運営委員会報告（西山）

おいて課題審査をおこなう。
（門野）先端研のビームラインの取扱いはどうなるのか ?
（髭本）今はまだ決まっていない。

運営委員会委員の互選により、会長は西田氏、
副会長は西山、岩崎、鳥養の 3 氏が選出された。 (2) J-PARC の現状（三宅）
広報担当を鳥養氏に担ってもらう。庶務には松 ・ 詳細はめそんの報告を参照のこと
崎氏、会計には石田氏、会誌編集委員長には髭

・ 物質生命建屋建設上流部は 12 月に完成した。現

本氏があたることとなる。永嶺氏に顧問等の役

在主に 1 次ライン関係の各機器が続々と設置さ

職についてもらうという提案がなされ、会則と

れている。この年度末は作業量が多いため昼夜の

の関連も含め今後検討することとなった。

2 シフトを取って対応しており関係者の疲労が蓄

・ その他

積している。また建屋竣工以前は、結露が激しく

会長、副会長（西山、鳥養）各氏から就任にあ

機器の保護のため、テントを張り、除湿機を設置

たっての抱負が述べられた。

するなどの対策を施した。

今後事務局の担当者はインフォーマルミーティ

・ 1 月 11 ～ 13 日に MuSAC が開催された。建設の

ングの場であっても出席していただきたいとの

現状についての報告を行い、昨年紹介されなかっ

意見がだされた。これに対して現庶務委員長の

た LoI の発表、2 期計画についての議論が行われ

門野氏から、引継ぎを 4 月中におこない、そ

た。Poutissou 委員長より、IAC（国際アドバイ

の際に伝えることとなった。またホームページ

ザリー委員会）に対してビームパルス幅の改善、

の取扱いについても議論が必要とのこととなっ

産業界の受け入れ体制の整備、2 次ラインの先頭

た。

部早期設置への要望が報告された。
(3) 理研 RAL 施設報告（渡邊）
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・ ISIS 更新のため現在長期シャットダウンにはいっ
ている。
・ 故障していたミュオン標的直下流部の四重極電磁

第 2 回 日本中間子科学会

石はこの期間中に交換する。スクレーパも交換の
予定である。

インフォーマルミーティング 議事録

・ Port 4 には静電セパレータを取り付け、新しいス
ペクトロメータを設置する予定である。
・ 次回の PAC は 7 月を予定している。従来の理研
非核 PAC と統合されての形式である。
・ 来年度は長期シャットダウンなしで運転する予定

日

時：2007 年 3 月 27 日（火）18:00 〜 19:30

（三宅）マグネット故障の原因はなにか？

場

所：首都大学東京

（渡邊）場所が特定できないが冷却水漏れが発生し
ている。現状では冷却水を補給しながらと
りあえず使用してきた。

原子核・素粒子分科会

SE 会場

出席者：石田勝彦、岩崎雅彦、久保謙哉、西山樟生、
松崎禎市郎

（五十音順、敬称略）

(4) 原子力機構先端研の現状（髭本）
・ 2 次ライン電磁石、電場キッカーを製作している。 原子核談話会総会と日時が重複したため、出席者が
・ Heffner 氏が帰国する。来年度以降は先端研の中
でグループの再編が行われる。

少なかった。（次回から留意すること）
議長及び書記は選出しなかった。

３．今後の活動についての議論
１．J-PARC ミュオン施設建設の現状報告（西山）
評価作業部会対応（門野）
・ 評価作業部会において年間 200 億円もの運転経
費に対しての正当性、運営体制（KEK の職員が

ミュオン施設の建設現状、MuSAC、海外利用施
設での共同利用実験、MLF 利用者懇談会、第 2 期
予算要求内容案

等について説明があった。

兼務となっている点がわかりにくい）等の疑問が
指摘されており、対応が必要とされている。中性
子学会ではすでに意見書を用意している。中間子

２．理研 -RAL ミュオン施設報告（松崎）
「めそん」に掲載した現状報告の説明があった。

学会としてもなんらかのアクションが必要であ
る。6 月の答申が出るまでに利用者としての意見
を集約することが必要である。

３．日本中間子科学会の運営委員会報告
運営委員選挙結果、会長選挙結果、理研への事務
局移転、年会費値上げ、そして、委員（庶務、会計、

µSR 国際会議（西山）

編集）等について説明があった。

・ µSR08 はつくば市のエポカル国際会議場で開催す
る。
・ 主催は KEK、理研、原子力機構の 3 機関で共催

４．「めそん」発行についての意見交換
ある組織から独立して「学会」となったからには、

とする。chairman は西山、cochairman に松崎、 「めそん」は会員から徴収した会費をもとに発行す
髭本氏がつく。また 3 機関から 6 名の方に Gen-

べきである。（他の組織が発行を援助すべきではな

eral Advisory Board としてはいっていただく予

い）印刷代をより安く済むような手だてを考える。

定である。

一方で、会費の徴収率を上げるように努力する。
「めそん」を pdf file にして、会員に配布する手段

以上 [ 文責：下村 ]

も検討する。
以上 [ 文責：松崎 ]
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特集「超低速ミュオンが拓く科学」

はじめに
近年、薄膜、多層膜や人工格子などにおける多彩な物性とそのデバイスへの応用の可能
性が注目されるなかで、こうした系のプローブとして、加速器からのさまざまな量子ビー
ムの応用の可能性が探られています。その一つの超低速ミュオンビームは、ビームの運動
エネルギーを keV の領域で自由にコントロールすることで、試料への打ち込み深さを数
十 nm の深さまで自由にコントロールしようというもので、これまでの µSR の応用範囲
を大きく広げるものです。
一方、同じように加速器からのビームを用いた研究手法である b-NMR 法やインビーム
メスバウアー法もこうした流れの中で再び注目されています。
KEK と JAEA が共同で建設を進めている J-PARC と TRIAC、理研が建設した RI ビーム
ファクトリーなど、日本国内には次世代の量子ビームの応用研究を担う世界最先端の研究
施設が次々と稼動しつつあります。本企画を通して、こうした研究施設で拓かれる新しい
サイエンスの可能性について考えていただければ、と思います。
（編集部）
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J-PARC における超低速ミュオンの展開

三宅
１．はじめに

高エネルギー加速器研究機構
康博、中原 一隆、下村 浩一郎

に関しては、KEK [1,2], 並びに理研 RAL 施設 [3,4]

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（p が崩壊し、µ と負のヘリシティ

において開発研究が進み、これまでにない、高分解
能、微小ビームサイズの安定な超低速ミュオンを得

を持つ中性微子が 180 度逆方向に放出される為）、 る為の手法が確立されている。我々のレーザー共鳴
陽子の 1/9 の質量を持っている。これらの特徴を

イオン化法では、時間幅は、イオン化で用いるレー

生かして、中性子や陽電子のように物性を調べるプ

ザーのパルス幅によって決定される。従って、使用

ローブとして幅広く磁性研究などにも用いられてい

しているナノ秒レーザーの時間構造を反映して、現

る。また、H, D, T の軽い同位体としてそれ自身の

在時間幅 8ns のシャープな超低速ミュオンビーム

拡散や、反応性自体がおもしろい研究の対象となり

が得られる。また、本手法の超低速ミュオンは元々

得るという特徴をも兼ね備えている。更に、µs オー

0.2eV の熱エネルギーでタングステン表面から放出

ダーの特異な時間スケールで時間情報を得られ、 されるので、エミッタンスに優れている。従って、
NMR と中性子散乱測定の中間の時間スケールで観

表面ミュオンのビームの大きさφ 50mm と比べて

察することができるというユニークな側面をも有し

遙かに小さい 3x4mm2 のシャープなビームスポッ

ている。従って、最近注目を浴びている表面・界面

トを得る事に成功している。更に空間分解能を上げ

の研究、精密な原子物理の研究、触媒等水素のダイ

る為にサブ mm にミュオンビームを絞る事も可能

ナミクスを調べる研究にも大いに貢献でき得る潜在

である。KEK から理研 RAL 施設に移設したレーザー

能力を持っている。しかしながら、その為には、もっ

システムは、まだ飽和強度に達していないが、今現

と低速で物質表面に止まる超低速ミュオンが不可欠

在、毎秒 20 個の超低速ミュオンを安定して引出す

である。

ことに成功している。現在の理研 RAL 施設の表面

J-PARC ミュオン施設 (MUSE) では、従来にはな

ミュオン強度が、毎秒 1 x 106 個に対して、J-PARC

い高輝度超低速ミュオンスペクトロメータの設置を

の軸収束大立体角表面ミュオンソレノイド収集系

計画している。計画が成就した暁には、強度 10

4-6

では 500 倍を超える表面ミュオン収量が得られる。

個 / 秒、パルス幅 0.5-1 ns、サイズφ 0.5-1mm の

このパルス状大強度表面ミュオン源とこれまで培っ

高輝度微小ビームが実現され、これまで不可能とさ

たレーザー共鳴法を組み合わすことで、世界最高強

れた高時間分解能で、微小な単結晶・薄膜試料をも

度の超低速ミュオン源（毎秒 104-6 個）が J-PARC

対象にする事ができる。日本国内で磁性薄膜やナノ

に誕生する。

物性研究ひいてはスピントロニクスなどの産業応用
に、µSR 法の幅広い分野での本格的な展開が大いに

２．J-PARC ミュオン施設スーパーオメガミュオン

期待されている。

チャネル

我々のレーザー共鳴イオン化法による超低速ミュ

J-PARC ミュオン施設 (MUSE) では、第 2 期計画

オン生成の骨子は第 1 に、真空中での熱エネルギー

ではあるが、大強度超低速ミュオンビームを用いた

+ -

ミュオニウム（記号 Mu；(µ e )）生成から始まる。 実験を行うために、軸収束大立体角表面ミュオンソ
第 2 にこの真空中に漂いでてきた Mu を真空紫外

レノイド収集系（通称、スーパーオメガミュオンチャ

レーザー光（ライマンα光 :La）によって効率良く

ネル）を提案している。その概念図を図 1 に示す。

イオン化し電子を剥ぎ取り、第 3 に生成した超低

このスーパーオメガチャネルでは、陽子ビームをグ

速ミュオンを効率よく引き出すというものである。 ラファイト生成標的に照射して生まれるミュオン、
パルス状レーザー光による超低速ミュオンの発生

4
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コイル MIC 製）のソレノイド磁石系（〜 0.3T）に

用することを前提に設計を進めている。また、陽子

よって捕獲する。（大立体角捕獲セクション）。この

ビームの軌道に影響を与えるソレノイドコイルから

後、捕獲された 2 次粒子は、２T 程度の湾曲超伝導

の漏れ磁場の 3 次元評価を行い、陽子ビームの軌

ソレノイド電磁石に導かれる。この超伝導ソレノイ

道のズレ（下流の中性子源に影響がない事が重要）

ド電磁石は、入射部、出射部が S 字型に湾曲してお

を極力押さえる為のコイル、ヨークの位置・厚みの

り、上下方向の軌道のずれを補正する事ができる（輸

最適化を図る設計を行っている。

送セクション）。輸送セクションによってビームト
ンネル外に導かれた 2 次粒子は軸収束型ソレノイ

2-2 S 字型湾曲超伝導ソレノイド電磁石

ド電磁石系によって小さく収束され、正負の粒子を

全長が 7m、ボア径 30cm、最大定格 2T の超伝

分離する為の分離セクションに導かれる。（分離セ

導電磁石である。直線のソレノイドである入射部か

クション）。分離された正負の 2 次粒子はそれぞれ

らの 2 次粒子の軌道を 45 度曲げ、その後、再び直

の目的に応じて実験エリアへと導かれる。本ビーム

線状のソレノイドによってトンネル外まで輸送し、

ラインの最大の特徴は、大立体角で正負の 2 次粒

最後に再び 45 度の湾曲部を設けて上下方向に働く

子を同時に捕獲し、ソレノイド電磁石を用いること

軌道のズレを補正する事が可能な設計を進めてい

により正負粒子共に実験エリアまで輸送できるとい

る。コストの観点から、オンライン冷凍機ではなく、

うことである。これまで、このような正負粒子同時

GM 冷凍機による超伝導状態の保持を前提とした冷

取り出しを可能としたビームラインは例がなく、全

却系の設計を進めている。また保守を考慮して、湾

く新しい試みである。現在、設計中のビームライン

曲超伝導ソレノイド電磁石を遮蔽体と共に移動装置

の基本的な仕様を以下に示す。

の上に設置することにより、放射線場の低い実験室
から放射線場の高いビームラインに移動可能なスラ

2-1

大立体角捕獲用、耐放射線ソレノイド磁石

イドテーブル式移動機構を検討している。

2 次粒子であるミュオンを取り込む為のソレノ
イド電磁石で、生成標的から放出される 2 次粒子、 2-3 分離セクション
30MeV/c の運動量を有する表面ミュオン（正電荷）、

湾曲ソレノイドによって、トンネル外に導かれた

並びに負のパイオンが飛行中に崩壊して得られる

2 次粒子は、出口から広がっていってしまう。そこ

30MeV/c の運動量を有するクラウド負ミュオン（負

で、4 連の超伝導コイルを組み合わせた大立体角軸

電荷）を正負同時に、400mSr 以上の大立体角で取

収束型ビーム輸送装置（ダイオメガ）によって効率

り込む。但し、生成標的近傍で極端に放射線の高い

良く収束させる。本磁石は、既設の大オメガ電磁石

事が想定されるので、無機絶縁コイル（MIC）を使

[5] を用いる。その下流に正負分離用セプタム電磁
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石を設置し、正負の 2 次粒子を左右に振り分ける。 低速な超低速ミュオンから出発するので、ミュオン
振り分けられた正負の 2 次粒子は、各々目的に応

が止まる深さを 1nm 程度の精度で制御することが

じた実験エリアのスペクトロメータに導かれる。

できる。またビームの時間幅はレーザーのパルス幅
で決定されるので、ピコ秒のレーザーシステムを導

2-4 超低速ミュオンビーム @J-PARC(MUSE)

入すれば、これまで達成する事が出来なかったサブ

陽子ビームライン上に設置された生成標的を基点

ナノ秒の高時間分解能実験を達成する事ができる。

に、大立体角捕獲用常伝導ソレノイド電磁石群、そ

最近、ラザフォード研究所で行われた実験により変

れに引き続く輸送系の超伝導電磁石、大立体角軸収

換効率にもレーザー共鳴法が優位性を持つ事を実証

束型ビーム輸送用ダイオメガ電磁石、振り分け用の

している [3,4]。

セプタム電磁石、その後の輸送系などの一連のビー

開発競争に鎬を削っている PSI 研究所では、低速

ムラインのビームオプティックスを総合的に最適

ミュオンを次世代の µSR 研究、物性研究の中心と

8

7

化することにより、毎秒 5x10 個 ( 毎秒 10 個 ) も

位置づけて、専用のビームラインの基盤整備、その

の世界最高強度の表面ミュオン ( 負クラウドミュオ

為のスタッフの拡充に既に着手している。時間分解

ン ) を引き出す事が可能なビームオプティックスが

能、打ち込み深さを含めた空間分解能、強度すべて

構築できる。

において、レーザー共鳴イオン化法は PSI の減速法
6

現在、理研 RAL では、１秒当たり 1x10 個の表

を凌駕している。日本人の手によって主導されてき

面ミュオンから 20 個の超低速ミュオンを得ており、 た、高輝度で、エネルギー分解能、時間分解能に優
レーザーの繰り返し周波数 (25Hz) と陽子ビームの

れた超低速ミュオン源の物性研究に与えるインパク

繰 り 返 し 周 波 数（ 理 研 RAL 50Hz, J-PARC 25Hz） トは極めて大きいだけでなく、エミッタンスに優れ
の同期を考慮すると、単純計算でも、J-PARC では、 た高エネルギー加速器のイオン源としても注目され
１秒当たり 1x105 個の超低速ミュオンビームが得

ている。

られることがわかる。加えて、レーザーの改良、ダ
イオメガ電磁石による表面ミュオンビームの収束な
どの技術開発により１秒当たり 106 個もの大強度
超低速ミュオンビームも夢ではない。

表面ミュオン
ビームエネルギー
銅中での飛程

3．国内外の関連する研究の中での当該研究の位置
づけ
我々は、世界に先駆けて、大強度のパルス状レー

エネルギー幅

4.1MeV
約

0.2

mm

超低速ミュオン
0-30 keV
0 nm - 200 nm

10% 程度

<< 1 %

ビーム時間幅

100 ns 以上

8.3 ns --> ps

ビームサイズ

30 mm x 40 mm

3mm x 4mm --> 0.5 φ

ザー光ライマンα光を用い、共鳴イオン化プロセス

表１．表面ミュオンビームと超低速ミュオンビー

を通じて 超低速ミュオン生成の開発研究を行って

ムの比較。本計画で実現される超低速ミュオンは、

きた。一方、固体アルゴン・窒素中でのミュオンの

エネルギーが低速で、金属中での飛程が、数 nm

減速と再放出を利用した開発研究がスイスの PSI 研

から 200nm の範囲で 1nm 程度の分解能で制御

究所で精力的に行われている。PSI 研究所で得られ

できる。また、パルス幅を短くでき、これまで不

る DC ミュオン（パルスではない直流ミュオン）の

可能とされた高時間分解能を有している。更に、

場合、TOF 測定を行うためのトリガー信号を得る

微小な単結晶・薄膜試料をも測定対象になしうる

ために、一旦、スタートカウンターである薄い炭

φ 0.5-1mm の微小ビームサイズであるという特

2

素箔 (2mg/cm ) を透過させる必要がある。この為、

徴を持つ。まさに、これまでは得ることができな

低速ミュオンの空間的な拡がりのみならず、時間分

かった次世代の新しいスーパーミュオンビームで

解能も広がってしまう。また、再放出法では元々、

ある。表面ミュオンの大立体角取り出し系の設置

高エネルギーのミュオンを減速させて生み出される

により、毎秒 104-6 個の高輝度超低速ミュオンを

ので、10-100eV 程度のエネルギーを有し、単色性

実現することができ、µSR 法を磁性薄膜や、ナノ

には、あまり優れない。一方、我々のレーザー共鳴

物性研究ひいては、スピントロニクスなどの産業

イオン化法の場合、0.2eV 程度の非常に単色で且つ

応用に本格的に展開することが期待されている。

6
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・水素原子のダイナミクスを模擬しナノクリスタル

4. 期待される研究成果
これまで、物性研究に用いられてきた表面ミュオ

や表面での触媒・化学反応の中間及び終状態を決定

ンビームの物質中の飛程は 1mm 程度と大きく、そ

する研究。

の飛程自体もおよそ 0.2mm 程度の幅を有するため

4)Mu、H 原子の物質表面から脱着機構の解明の研

に、表面だけ、あるいは多層膜中のある特定の深さ

究

にだけビームを止めることができなかった。試料位

5) µ+µ- コライダー実験等の為のエミッタンスに優

置でのビームの大きさが数 cm と大きいことも問題

れたミュオンイオン源

であった。新機能性物質の開発を目指して活発な研
究が行われながら、有効なプローブが乏しかった系
に対して、超低速ミュオンは µSR 法という強力な
測定手段を提供することができる。表 I に示すよう
に、ユニークな特徴を持った超低速ミュオンビーム
を用いて、以下の５つのカテゴリーでの独創的な研
究の進展・展開が期待される。
1) 単色性に優れた微小ビームで、1nm 程度の精度
で 1nm-200nm の範囲で打ち込み深さを制御でき
るスピンプローブとして
・φ 1mm 以下の微小単結晶試料、ナノ結晶、レー
ザーデポジションで作成した様々な組み合わせの多

図2

超低速ミュオンは、深さ方向ならびに水平

層薄膜などこれまで表面ミュオンではなしえなかっ

方向の位置分解能の高さを生かして多層薄膜・表

た薄膜・界面の磁性の研究、またそのダイナミクス

面磁性研究、スピントロクニクス等の応用研究に

の解明に大きく貢献することができる。更に、応用

多大のインパクトを与える事ができる。

研究として、スピントロニクスへの展開も計ること
ができる。( 図 2 参照 )

5. 結論

・金属表面、高温超伝導体表面の磁性の新しいプロ

J-PARC ミュオン施設（MUSE）では、第２期計

ーブとしての応用も期待される。金属表面ではバル

画ではあるが、大立体角表面ミュオン捕獲系、超伝

クとは異なる磁性が出現することが理論的にも実験

導湾曲ミュオンソレノイド磁石輸送系、分離セクシ

的にも示唆されている。打ち込み深さを調整するこ

ョンなどから構成されるスーパーオメガミュオン

とが可能な特色を利用して、深さ方向の磁性状態を

チャネル（軸収束大立体角表面ミュオンソレノイ

検出できる超低速ミュオンビームは、磁性の深さ方

ド収集系）が建設される予定である [6,7]。図 3 に

向のダイナミクスを測定したり、磁気侵入長を直接

J-PARC ミュオン施設 (MUSE) のレイアウトを示す。

的に測定することができるプローブである。

KEK-MSL, 理研 RAL でのこれまでの超低速ミュオ

・ 偏 極 低 速 ミ ュ オ ン 回 折（Polarized Low Energy

ンビーム開発の結果、104-6 µ+ / 秒もの大強度の超

Muon Diffraction ）

低速ミュオンビームが得られる目処がついている。

2) 高時間分解能で、パルス同期が可能である事を

完成した暁には、パルス幅 0.5-1ns、サイズφ 0.5-

利用して

1mm の微小ビームが実現され、これまで不可能と

・これまでなし得なかったサブナノ秒から数ナノ秒

された高時間分解能で、微小な単結晶・薄膜試料を

の分解能を用い、速い緩和のある系においても磁性・

も対象となり、次世代の科学研究が飛躍的に展開さ

物性研究が可能となる。パルスレーザーや、パルス

れることであろう。

高周波をミュオンビームのパルスと同期させる事が
可能となり、サブナノ秒から数十マイクロ秒の過渡

本研究並びにプロジェクトは、荻津透準教授、山

現象を探る事が可能となる。

本明教授、パトリック・ストラッサー博士、西山樟

3) ナノ結晶、表面近傍でのミュオニウム原子 Mu

生教授、池戸豊博士、牧村俊介氏、永嶺謙忠教授、
（以

(µ+e-) の生成

上、高エネルギー加速器研究機構）、松田恭幸博士、
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バクール博士、松崎禎市郎博士、石田勝彦博士、渡

RIKEN-RAL” P. Bakule, Y. Matsuda, M. Iwasaki, Y.

邊功雄博士（以上、理化学研究所）、の方々との共

Miyake, K. Nagamine, Y. Ikedo, K. Shimomura and

同研究であり、共同研究者の方々にここに深く感謝

P. Strasser, Physica B 374-375 (2006) 456-459

いたします。

[5] “Intense surface muon generation using large
solid angle axial focusing muon channel”, H.
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A) 表面・崩壊ミュオンチャネル ( 第 1 期 )
表面ミュオン (µ+)
ビームエネルギー
飛程
エネルギー幅
時間幅
ビームの大きさ
強度
ポート数

崩壊ミュオン (µ ± )

4.1MeV

5-50 MeV

~ 0.2 µm

1 mm - ~ cm

~10%

~15%

~100 ns

~100 ns

30 mm x 40 mm

70 mm x 70 mm

3 x 107/ 秒

106-7/ 秒

2

2

B) 表面ミュオンチャネル ( 第 1' 期、第 2 期 )
表面ミュオン (µ+)
ビームエネルギー
飛程
エネルギー幅
時間幅
ビームの大きさ
強度
ポート数

4.1MeV
~ 0.2 µm
~10%
~100 ns
30 mm x 40 mm
106-7/ 秒
4

C) 超低速ミュオンチャネル ( 第 2 期 )
超低速ミュオン (µ+)
ビームエネルギー
飛程
エネルギー幅
時間幅
ビームの大きさ

図3

J-PARC ミュオン施設のレイアウトと得られる

ミュオンビーム

8

強度
ポート数

0-30 keV
0 nm - 200 nm
<< 1 %
8.3 ns( 現在）--> ps
3x4mm( 現在 ) --> 1 f
104-6/ 秒
2
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理研 RAL ミュオン施設における
超低速ミュオンビームの開発
理化学研究所

1. はじめに

仁科加速器研究センター
松田 恭幸

から熱ミュオニウムが効率よく放出されるという

理研 RAL ミュオン施設は、世界最高のビーム強

現象 [2] を応用したものである。こうして得られた

度を持つパルスミュオンビームラインを生かして、 偏極ミュオンをサンプルの厚さ・深さにあわせた適
これまで国内外の多くの大学・研究機関とミュオン

当な運動エネルギーに再加速してサンプルに打ち込

を用いた共同研究を行い多くの成果をあげてきた。 み、実験を行うことになる。
これらの実績の上にたち、ミュオンを用いた新しい

一方、スイスの PSI 研究所の E. Morenzoni らは

研究分野を切り開くべく、我々は 1999 年から KEK

同様な目的のために固体モデレータ法を開発し、す

ミュオン実験施設と共同で超低速ミュオンビームラ

でに 0 ～ 20keV 程度の運動エネルギーを持った低

インの開発をすすめてきた [1]。

速ミュオンビームを µSR 実験に供している [3]。実

超低速ミュオンビームとは、物質に打ち込む際の

用化では一歩遅れをとってしまったが、我々のレー

運動エネルギーを数百 eV から数十 keV まで自由に

ザー共鳴イオン化法による超低速ミュオンビームは

変えることができる偏極ミュオンビームのことをさ

µSR 実験を行う上で優れた特性を持っており、この

す。これまで µSR 法に使われてきた表面ミュオン

手法は特にパルスミュオンビームに対して非常に適

ビームの運動エネルギーは 4MeV から変えること

していると考えられる。

はできず、崩壊ミュオンビームの運動エネルギーは
さらに大きい。このため、ミュオンビームの物質

我々の超低速ミュオンビームの最大の特長はその

中のレンジは 1mm 以上と大きく、ミュオンが物質

時間構造である。ミュオニウム原子は電気的に中性

中に止まる場所も 0.1mm 程度の幅を持つことにな

であり、タングステンフォイルから放出されたミュ

る。これに対して、超低速ミュオンの物質中のレン

オニウム原子の運動エネルギーは 0.2eV 程度と極

ジは 10 ～ 100nm と短く、これまで µSR 法の対象

度に小さいため、放出された後もタングステンフォ

になりえなかった薄膜や多層膜、人工格子系の研

イル近傍にとどまっており、レーザーによってイオ

究が可能になる。現在、ポート３には超低速ミュ

ン化されて初めてミュオンは加速電場によって再加

オン専用の µSR スペクトロメータが設置され、現

速されることになる。すなわち、得られるビームの

在、ビームの開発と平行して、超低速ミュオンビー

時間構造はイオン化するレーザーの時間幅とイオン

ムを用いた µSR 法による物性研究を展開するため

化領域の大きさ（加速電場の勾配）によって決まる

の基礎データを収集中である。この小文では、理研

ことになる。このことを表しているのが図１である。

RAL ミュオン施設で得られた超低速ミュオンビー

ISIS のシングルパルスミュオンビームの時間幅はお

ムの特性と将来の展望について述べる。

よそ 80nsec であるが、上段の図に見られるように、
我々の超低速ミュオンビームの時間幅は 10nsec 以

2. 超低速ミュオンビームの生成法とその特性

下と、もともとのビーム幅よりも短い。ISIS で固

我々が開発したレーザー共鳴イオン化法は、偏極

体モデレータ法を用いて低速ミュオンビームを得

ミュオンビームを加熱したタングステンフォイルに

た場合、そのビームの時間幅はもともとのビーム

止め、その表面から再放出されるミュオニウム原子

の幅に加えてビームエネルギーの広がりのために

をレーザーを用いてイオン化することで、非常に低

100nsec 程度になってしまう（図１下段：K.Trager

いエネルギー（0.2eV 程度）の偏極ミュオンを得よ

博士論文 1999）のと対照的である。

うというものである。この手法は、1980 年代後半

図２には超低速ミュオンビームの周波数特性を示

に KEK において発見された、加熱された金属表面

した。我々の超低速ミュオンビームでは 20MHz に
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図２．超低速ミュオンビームの周波数特性
ある。
もう一つの大きな特長はサンプル位置でのビーム
サイズの小ささである。図３に測定されたビームプ
ロファイルを示すが、サンプル位置でのビームサイ
ズは数 mm 程度と、典型的な表面ミュオンビー
ムと比べて面積比で 100 分の 1 程度にまで小さく
なっている。このことは多くの量を得ることができ
ないサンプルに対しても、効率よく µSR 実験がで
図１．超低速ミュオンビームの時間構造
（上段）理研 RAL ミュオン施設の超低速ミュオン
ビームの時間構造
（下段）固体モデレータ法による ISIS での低速ミ
ュオンビームの時間構造（K. Tragger, 1999）

きることを意味している。
理研 RAL ミュオン施設の repetition rate は 50Hz
で あ る が、 我 々 の レ ー ザ ー は 技 術 的 な 問 題 か ら
25Hz で運転している。このことは残念ながらミュ
オンの半分を捨てるということになるのだが、逆に、
レーザー off 時のスペクトルをバックグラウンドと

いたるまでの高い周波数の振動を捉えることができ

して差し引くことで測定の S/N を向上させること

る。この周波数特性は PSI における低速ミュオンビ
ームのものとほぼ変わらない。PSI の表面ミュオン
ビームと比べて PSI での低速ミュオンビームの周波
数特性が落ちるのは、DC ビームにおいては “ スタ
ートカウンタ ” が必要となり、このカウンタ内のエ
ネルギーロスによって低速ミュオンのビーム幅が広
がってしまうためである。
また、レーザー共鳴イオン化法によって得られた
超低速ミュオンビームの周波数特性（ビームの時
間幅）は、もとのビームがシングルパルスであろ
うとダブルパルスであろうと、またパルス間隔が
320nsec であろうと（理研 RAL ミュオン施設の場
合）、600nsec であろうと（J-PARC ミュオン施設
の場合）変わらないことを強調しておきたい。すな
わち、パルスミュオンビームの弱点である時間分解
能は、レーザーイオン化共鳴法による超低速ミュオ
ンビームに対しては問題にならない、ということで

10

図３．超低速ミュオンビームのプロファイル
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図４．理研 RAL ミュオン施設の超低速ミュオン
ビームラインにおけるミュオン崩壊スペクトル

図５．40nm 薄膜内のミュオンのレンジの測定

ができる。図４に、実際に超低速ミュオンを用いて

ンが Al 薄膜から SiO2 へと拡散していくのではない

µSR 実験を行ったときのミュオンの崩壊スペクトル

かと思ったのだが、実験結果からはそのような兆候

を示した。きれいな直線が 18 µsec まで延びてい

は見られなかった。統計が乏しいせいもあって確た

ることがわかる。これは（ビーム強度さえあれば）、 ることを主張できないのだが、これは超低速ミュオ
パルスミュオンビームの長い緩和を観測することが

ンが界面付近での荒さのプローブとなりうることを

出来るという利点を、そのまま超低速ミュオンビー

示しているのかも知れない。

ムが受け継いでいることを示している。
4. 将来への展開と課題
3. 超低速ミュオン µSR スペクトロメータの建設
これらの成果をもとに、我々はポート３に超低速
ミュオン専用のスペクトロメータを建設した。この

表１に現時点での理研 RAL ミュオン施設におけ
る表面ミュオンビームと超低速ミュオンビームの比
較をまとめてみた。

スペクトロメータは GM 冷凍機を備えサンプルを

超低速ミュオンを用いた µSR 研究を展開してい

10K まで冷却でき、ゼロ磁場あるいは 600G まで

く上では、ビーム強度の増強が何よりの課題であ

の横磁場環境下での µSR 実験が可能である（残念

ることが一見してわかる。現在のビーム強度では

ながら縦磁場測定は現在のところ行うことができな

1MEv のデータ量を集めるのにおよそ１日かかるこ

い）。

とになり、本格的な µSR 研究を行うには、さらに

本格的な µSR 実験を始める前のテスト実験とし

1~2 桁のビーム強度の向上が望まれる。

て、40nm 厚のアルミニウム薄膜を SiO2 基盤の上

現在の変換効率 2x10-5 は PSI の固体モデレータ法

に蒸着し、打ち込みエネルギーを変えながら 40G

と比較してもほぼ同等であるが、原理的な上限は（全

の横磁場下で µSR 測定を行い、シミュレーション
との比較を行った。Al 内に止まったミュオンは横
磁場回転スペクトルを示すのに対し、SiO2 内に止
まったミュオンは、そのほとんどがミュオニウムと
なり偏極が失われてしまう。実験結果は図５に見ら
れるように、ほぼ TRIM.SP[4] によるシミュレーシ
ョンの結果と一致した。このことはサンプルのある
深さにミュオンを止めたい場合には、TRIM.SP を
用いてそのために必要なエネルギーを逆算してミュ
オンの再加速エネルギーをセットする、という使い
方が可能なことを示している。
実はこの実験は我々にもやや意外な観測をもたら
した。Al 薄膜と SiO2 基盤との境界付近ではミュオ
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ビーム強度

表面ミュオン 超低速ミュオン
106 µ/sec

打ち込みエネ 4.1MeV
ルギー
エネルギー幅 15% 程度
ビーム時間幅 100ns
試料位置での 3cmx4cm
ビームサイズ
金属試料内の 約 0.2mm
ビーム飛程
表１

15 µ/sec
0~20keV( 可変 )
1% 程度
10ns
3mmx4mm
0~40nm( 可変 )

理研 RAL ミュオン施設における表面ミュ

オンビームと超低速ミュオンビームの比較
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てのミュオニウムをイオン化できたとして）10-2 程

う。

度と、まだまだ向上の余地がある。実際に、ビーム

我々のビームの特長の一つにビームサイズが小

強度とレーザー強度とはほぼ比例しており、レーザ

さいことをあげた。このビームの小ささは、一度

ーの強度をさらに増強することができれば、この効

0.2eV という非常に低いエネルギーにまで “ 冷却 ”

率をさらに上げることができると考えられる。ただ

されたミュオンを再加速しているためである。この

し、現時点で既にレーザーのエネルギー密度が光学

ことは、逆に言えば再加速するエネルギーが高けれ

部品の損傷閾値に近いところまで来ているため、さ

ば、さらにビームサイズが小さくなることを意味し

らにミュオニウムのイオン化効率を例えば 10 倍に

ている。もしミュオンビームを数 MeV まで効率よ

するには、まったく異なるレーザーイオン化のスキ

く再加速することができれば、ビーム径が数 µm の

ームを導入しなくてはならないだろう。現在使用し

大きさしかない偏極ミュオンのマイクロビームを作

ているレーザーの老巧化も考え合わせ、次期レーザ

ることも可能であろう。それが実現すれば超高圧環

ーシステムについての研究開発を早急に開始する必

境下での µSR 実験など、別の新しい可能性が生ま

要がある。

れてくる。超低速ミュオンビームはこうした発展の

表面ミュオンから超低速ミュオンへの変換効率が

可能性も秘めている。

PSI とほぼ同等であるにも関わらず、超低速ミュオ
ンの強度が PSI に劣るのは、もともとの表面ミュオ

理研 RAL ミュオン施設に超低速ミュオンビーム

ンビームの強度が異なるためである。PSI では常伝

ラインの建設を始めてからほぼ８年を経過した。し

導ソレノイドを用いた大立体角（135mSr）のビー

かし超低速ミュオンを用いた研究は、まさに緒につ

8

ムラインを建設し、7x10 µ/sec という大強度の表

いたばかりである。さらに発展させていくためにみ

面ミュオンビームを実現し、低速ミュオン専用に供

なさまからのますますのご支援とご協力をお願いし

している。こうした大立体角ビームラインについて

たい。

は日本のグループも研究開発を進めており一刻も早
い実現が望まれる。（J-PARC における超低速ミュオ

ここに記した研究成果は、Pavel Bakule、永嶺

ンビームのための大立体角ソレノイドビームライン

謙忠、三宅康博、下村浩一郎、牧村俊助、Patrick

の開発については、三宅氏による別記事を参照して

Strasser、池戸豊 各氏との共同研究であり、また研

ほしい。）

究の遂行にあたっては理研先端中間子研究室、KEK

実験環境について言えば、超低速ミュオンを用い

ミュオン研究施設、ISIS の方々に多大なご協力とご

た実験では、サンプルを真空下にそのまま置かなく

支援を頂いている。紙面の都合上、全ての方々を列

てはならず（超低速ミュオンはマイラなどの窓を通

挙することはできないが、ここに感謝の意を表した

過できない）、サンプルを交換した際にはチェンバ

い。

-7

ー内の真空が所定の値（我々は 1x10 mbar を目安
としている）より良くなるまで待たなくてはならな
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β -NMR による物性研究の展開
大阪大学大学院理学研究科
三原 基嗣
作用におけるパリティ非保存に頼っている。すなわ

1. はじめに
核スピン偏極した短寿命核（プローブ核）を物質

ち、スピン偏極した核から放出される β 線の非対

中にインプラントし、プローブ核から放出される

称な角度分布 W( θ ) = 1 + A P cos θ により、図 1

β線の検出を利用して NMR を観測する b-NMR 法

に示すように、共鳴により偏極 P が変化したこと

は、これまでに金属、半導体、イオン結晶など様々

(P = P0 → 0) を、β線非対称度の変化として、上下

な物質に適用され、超希薄不純物の局所電子状態や

に置かれた検出器でとらえることにより NMR を検

動的性質、あるいは磁性などの研究に応用されてき

出する。ここで非対称係数 A は崩壊前後のスピン、

た。β -NMR の特色としては [1]、

パリティなどに依存し、–1 から +1 の値をとる。

(1) 超高感度である。
(2) 様々な元素をプローブとして利用できる。
(3) 試料とプローブの種類の組み合わせを自由に選
べる。
(4) 同位体の存在により、プローブ核のスピン、核
モーメント、寿命などの自由度がある。
(5) 内部場や線幅を精度よく測定できる。
(6) スピン格子緩和時間 T1 が容易に測定できる。
などが挙げられる。但し、十分な大きさの核スピン
偏極 (1%程度以上 ) と β線収量がなければ実験は

図1

β -NMR 測定原理

成立しない。また、プローブ核の寿命は T1 により
制限され、0.01–100 s 程度の寿命をもつ核がプロ

図 2 に大阪大学バンデグラフ施設で使用してい

ーブの対象になる。β -NMR は、偏極不安定核の

るβ -NMR 装置を示す。5 MV のバンデグラフ加速

生成や NMR 検出など、µSR に比べて実験上手間の

器から供給されるビームを標的に照射し、核反応に

かかる部分が多く汎用性では太刀打ちできないが、 より目的の放射性原子核を生成する。生成核はビー
プローブ元素の多様な自由度や、四重極相互作用が ムによる反跳を受けて標的から飛び出し、試料内部
観測できるなどミュオンにはない特性も持ち合わせ

に植え込まれる。図 2 に示した 12N(Ip = 1+, T1/2 = 11

ており、ユニークな研究の展開が期待できる。例え
ば半導体中のドーパントなど、微量ながら物性を左
右する不純物の振る舞いを調べる場合にもβ -NMR
法は大いに有効であろう。
本稿では、β -NMR 法の概要と共に最近の我々の
研究について紹介したい。また、TRIUMF で行われ
ている低エネルギー 8Li 核ビームを用いたβ -NMR
研究や国内で進行中の TRIAC 施設の展望について
も簡単に触れたい。
2. β -NMR 法について

図2

β -NMR の基本原理は、µSR と同様に、弱い相互
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β -NMR 装置（大阪大学バンデグラフ施設、

TiO2 中 12N の場合）
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ms) の場合、3 MeV の 3He ビームを用いて 10B(3He,
n)12N 反応により生成し、反跳角を 20 度に選ぶこ
とにより約 20%の偏極が得られる。プローブ核の
植え込み深さは試料表面から約 1 µm 程度までの連
続分布をとる。その他バンデグラフで実績のあるプ
ローブ核としては、8Li,
25

Al,

29

P,

33

Cl,

8,12

B,

16

N,

15,19

O,

17,20

F,

23

Mg,

41

Sc などがある。理研、放医研、阪大

RCNP などの重イオン加速器を利用することによ
り、Ca 辺りまでほぼすべての元素を網羅しており、
その種類は今も増え続けている。
測定は図 3 に示すようなシーケンスを繰り返し
Si 中 12B の β -NQR スペクトル (<110> //

て行う。ビーム照射時間及びβ線計測時間は、プロ

図4

ーブ核の寿命あるいは T1 に合わせて調整する。ス

H0 = 0.6 T)

ピン反転を行った場合、NMR の効果は、β線非対
称度の変化 DAP = (R1/2–1)/(R1/2+1) として得られ
る。ここで、R は高周波磁場 (rf) が off と on の時の
それぞれの β線計数比から R = [Nup/Ndown]off / [Nup/
Ndown]on により求められる量である。

図5
図3

タイムシーケンスの一例

Si 中 12B の各サイトの fraction の温度変化

ら増加し始め、約 600K で 100%まで回復する様子
を示している。Bns が減少している温度領域におい
ては、図 6 に示すように T1 の急速な減少が観測さ

3. 最近のデータより

れており、fraction の消失は早いスピン格子緩和が

3.1. Si 中 B の振る舞い

原因であることが示された。
12

p

+

Si 結晶中にインプラントした B(I = 1 , T1/2 = 20

Bns の格子欠陥構造としては、置換したホウ素 Bs

ms) の β -NMR 測定により、B のイオン注入直後に

と、<111> 方向に押し出された格子間シリコン Sii

形成される格子欠陥についての知見が得られている

とがダンベルのように対をなした Bs-Sii ペアの形成

[2]。図 4 に示した四重極分裂スペクトル（β -NQR

[4] が考えられている。早いスピン格子緩和は Sii が

スペクトル）に示すように、四重極相互作用すな

４つの等価なサイト間をジャンプすることによっ

わち電場勾配の生じない (nQspilit ~ 0 kHz) 置換格子

て、12B 核位置の電場勾配が揺動するために引き起

位置に対応する成分 (Bs+Bx) の他に、nQspilit = ~270

こされているとして解釈でき、データよりジャンプ

kHz をもつ成分 (Bns) の存在が示された。nQspilit の外

の活性化エネルギー (0.40 ± 0.04) eV が得られて

部磁場に対する結晶配向依存性より、<111> 軸に

いる。また Bs の回復は、Bs-Sii ペアの解離によると

対称な電場勾配をもつことが示されている [2,3]。

考えられ、解離エネルギー (0.80 ± 0.08) eV が得

また図 5 に示した各成分の fraction の温度変化

られている。

は、Bns は 300K 付 近 で 消 失 し、Bs+Bx は 450 K か

14
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側にも見られる共鳴は、低周波数側とは逆向きの電
子スピンによるものと推察される。周波数のシフト
の大きさから、内部磁場の大きさは 4 mT 程度であ
り、これは真空中の水素原子の超微細結合定数に比
べれば約 10–4 倍の大きさに相当する。この結果は、
ZnO [9] などの半導体における µSR 測定で見つかっ
ている、浅いミュオニウムの観測結果と類似してお
り、TiO2 中の窒素が浅いアクセプタとしてはたら
く可能性を示唆している。

図6

Bns の核スピン格子緩和の様子

3.2. TiO2 中 N 不純物の浅いアクセプタ準位形成
近年、光触媒材料として注目されている酸化チタ
ンは、窒素ドープにより、可視光に対しても触媒活
性が得られることが示されている [5]。我々は、孤
立窒素不純物の電子状態を調べるべく、ルチル型
TiO2 単結晶中の 12N のβ -NMR 測定を行っている。
これまでの研究により、室温においては、電場勾配
の異なる２種類のサイトを半分ずつの割合で占める
ルチル型 TiO2 単結晶中 12N の２量子遷移

ことが分かっている [6]。電場勾配の第一原理計算

図7

との比較から、一方のサイトは酸素置換位置と推定

β -NMR スペクトル (c // H0 = 0.5 T)

され、そのサイトについては少なくとも約 900 K
まで安定であるという実験結果も得られている [7]。 3.3. その他の研究
さて、置換窒素によりアクセプタ準位が形成され

Pt や Pd 中不純物のナイトシフトや T1 を様々な

た場合、低温においてはホールの束縛により荷電状

プローブ元素を用いて測定することにより、電子構

態が変化すると予想され、窒素核位置には不対電子

造が調べられている [10]。実験データは第一原理

による超微細磁場が発生すると考えられる。これ

計算を検証するための格好の材料であり、不純物核

12

を観測するために、図 7 に示すような TiO2 中 N

位置における電子状態密度についての議論がなされ

の２量子遷移 NMR スペクトルの測定を行った [8]。 ている。
280 K で得られたシャープなスペクトルの共鳴周波

その他、強磁性体中の超微細相互作用による磁性

数は、置換位置の四重極場 eqQ/h (= nQ ~470 kHz

研究への応用や、TiO2 中不純物の電場勾配測定に

2
Q

[6]) から予想される二次のシフト ( ∝ n /nL; nL =

よる電子構造研究になどついては文献 [1] を参照さ

1742 kHz at 0.5 T) でよく説明できる。一方、18 K

れたい。

においては、まだ統計精度が十分とはいえないが、
両サイドに新たな共鳴が現れているように見える。 4. 低エネルギー短寿命核ビームの利用
ここで nL = 1742 kHz より低い周波数に見られる共
鳴は、二次のシフトが必ず正の値をとることを考え

4.1. TRIUMF の β -NMR 施設
カナダ TRIUMF の ISAC 施設には、低エネルギー

れば、四重極相互作用の変化では説明できないため、 の偏極 8Li ビームを供給し、β -NMR による物性実
12

N 核位置に負の内部磁場が発生していると考えな

験を行うための装置が設置されており [11]、非常

ければならない。これをホールの束縛により局在し

に活発に研究が行われている。500 MeV の陽子ビ

た不対電子スピンによるものと考えれば、高周波数

ームによる破砕反応で生成された 8Li (Ip = 2+, T1/2 =
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838 ms) は、表面電離型イオン源によりイオン化さ

な元素が新たにβ -NMR プローブとなり得るところ

れた後、30 keV の低エミッタンスビームとして供

にあり、偏極ビーム生成技術を確立することで物性

給される。そして光ポンピング法により約 70% に

研究への展開が期待できる。

8

まで偏極した Li は、図 8 に示した β -NMR スペ
クトロメータ [12] に送りこまれる。スペクトロメ
ータは高電圧のプラットホームに設置され、試料へ
の入射エネルギーが可変である。従って、試料表面
付近から 100 nm 程度まで、植え込み深さを自由
に制御できる仕組みになっている。
この施設において、超伝導体表面近傍の磁場分布
の測定 [13]、ゼロ磁場 β -NQR による物質表面近
傍の構造層転移の観測 [14]、金属薄膜中のナイト

図9

傾斜薄膜法による核スピン偏極生成の様子

シフト及び T1 測定 [12,15]、あるいは磁性半導体薄
膜への応用など多様な研究が行われている。
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インビーム ･ メスバウアー
分光法と物質研究
国際基督教大学教養学部理学科 ･
理化学研究所仁科加速器センター *
久保 謙哉 ･ 小林 義男 *
1. メスバウアー分光法
原子核が励起状態から基底状態に遷移する時に放
出するγ線の共鳴吸収現象を用いる分光法がメスバ
ウアー分光法である。線源が放出するγ線 ( 数 keV
～ 150 keV。 最 も よ く 用 い ら れ る 57Fe で は 14.4
keV) を、基底状態にある同じ原子核が共鳴吸収す
る現象を観測する。原子核のエネルギー準位が、電
子系や磁場によってわずかに変化する (57Fe では
500 neV 程度以下 ) ため、メスバウアースペクトル
の超微細構造から、原子核周囲の電子の密度、その
対称性 ( 電場勾配 )、原子価状態、スピン状態、原
図1

子核位置での磁場などの情報が得られるので、物性

57

Fe の核準位図

物理や化学のみならず、地球科学、宇宙科学、考古
メスバウアー測定する方法が考えられる。いずれに

学にわたる広範囲で応用されている［1］。
通常メスバウアー分光法では、長寿命の放射性同

してもビーム実験であり、通常は原子核の励起準位

位体のγ線源を用いる。γ線は線スペクトルなの

の寿命が短く、ビームを照射しながら励起核をつく

で、γ線源にごくわずかなドップラーエネルギーを

り測定するため、「インビーム・メスバウアー分光」

加減することでエネルギー走査を行い ( このためメ

と呼ばれる。この場合、励起核が試料線源で、吸収

スバウアースペクトルの横軸は速度で表される )、 体が標準試料となる発光スペクトル測定である。
この方法の特徴として、以下のようなことが挙げ

測定試料 ( 吸収体または散乱体に相当 ) のγ線の透

過率 ( または散乱率 ) を測定してスペクトルを得る。 られる。
たとえば 57Fe メスバウアー実験では、EC 壊変する

(1) 短寿命不安定核を用いると、大きなエネルギー

57

が反応に利用でき、通常の化学操作では合成が困難

Co をγ線源とする ( 図 1)。固体中の原子では無

反跳 ( ゼロフォノン ) でγ線の放出 ･ 吸収がおこり
-12

( メスバウアー効果 )、10

程度のわずかなエネル

な新規化学種の生成が期待される。
(2) 線源となる原子が固溶しない系にも励起核を注

ギー準位の変化を観測できる。これに対して、液体

入できるので、すべての固体を対象にできる。

や気体では、γ線の放出と吸収の際に原子核が反跳

(3) 吸収法よりもはるかに少ない原子数で測定でき

57

する結果としてγ線のエネルギーが大きく ( Fe で

るので、注入した不純物は「孤立原子」とみなせる。

2 meV 程度 ) 変化するため、スペクトルは通常得ら

(4) 励起寿命が観測窓なので、時間ゲートを設定す

れない。メスバウアー分光が固体に限られる所以で

ると、原子ジャンプなどの動的挙動を観測できる。
我々は、加速器や原子炉施設を利用したインビー

ある。

ム・メスバウアー分光を開発してきた。ここでは
2. インビーム・メスバウアー分光法

主に (1) と (2) の特徴を利用したものとして、入射

メスバウアー分光の線源に必要なのは、励起され

核破砕反応で生成した 57Mn を二次ビームとして直

た原子核である。そこで励起核を試料中に注入した

接試料にイオン注入し、57Mn が壊変して生成した

り、原子核反応によって試料中に励起核を生成して、

57
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化合物中で 56Fe(n, γ )57Fe 反応を起こさせて 57Fe
励起状態をつくる実験の二つを紹介する。不純物原
子のサイトや拡散の研究、たとえば Si 中の Fe など
については、文献 [2] を参照されたい。
分光法は、一般的に吸収法よりも発光法の方が感
度が高いが、インビーム実験では、ビームや原子核
反応に付随する放射線がバックグラウンドとなり、
S/N よく測定するにはそれなりの工夫が必要となる
ことは、ビーム実験者が常に直面する課題である。
メスバウアー分光は、低エネルギーγ線測定なので、
比例計数管や薄さ 1mm の NaI(Tl) が検出器として
常用されているが、インビーム実験ではバックグラ
ウンドが大きく、限られたビームタイムでの実験に
は使えない。我々は、57Fe インビーム・メスバウアー
実験用に、ガスフロー型平行平板電子雪崩型検出器
(Parallel Plate Avalanche Counter, PPAC) を自作し
て使用している。この検出器は、57Fe を enrich し
KMnO4 に注入した 57Mn インビーム・メス

たステンレス箔とカーボン膜を電極とし、入射した

図3

14.4 keV メスバウアーγ線によって 57Fe ステンレ

バウアースペクトル

57

ス箔で Fe のメスバウアー励起を起こさせ、その
励起解消に伴って放出される内部転換電子をガス増

考えられる。Mn にはよく知られている過マンガ

幅して検出するものである。14.4 keV メスバウアー

ン酸カリウムのように Mn が +7 価で安定に存在す

γ線のみに非常に感度が高い [3]。

る。57Mn の過マンガン酸カリウムからβ ー 壊変で
できる 57Fe は、βー壊変の電子が飛び去ることを考

3. 57Mn インビーム・メスバウアー分光－ KMnO4
57

57

57

Fe の親核には Mn がある ( 図 1)。 Mn によ

えると、+8 価になることが期待される。鉄の化合
物は、K2FeO4 などの場合の +6 価までしか確認され

るβ 壊変では、 Co の EC 壊変に比べて、Auger

ていない。我々は、過マンガン酸カリウムを試料と

効果で引き起こされるプローブ核周囲の損傷が小さ

して 57Mn インビーム・メスバウアー実験を行った。

ー

57

く、生成する 57Fe の化学的環境の乱れが少ないと

57

Mn ビ ー ム は、59Co ま た は 58Fe の 一 次 ビ ー ム

を理研リングサイクロトロンで核子あたり 80 MeV
まで加速し、金属 Be に衝突させると「入射核破砕
反応 (projectile fragment reaction)」が起こり、様々
な核破砕片 (projectile すなわち短寿命 RI) が生成さ
れる。この中から、57Mn を電磁気的に質量分離す
る RIPS (Riken Projectile fragment Separator) で 分
離収束後、57Mn ビームをインビーム・メスバウアー
分光装置に導き、試料に直接注入した ( 図 2)。
得 ら れ た 57Fe( ← 57Mn) イ ン ビ ー ム ･ メ ス バ ウ
アースペクトルを図 3 に示す。注入した 57Mn の
数は毎秒約 1.4 × 105 個であった。90K 以下では、
doublet 成分と singlet 成分からなるピークで、130
K 以上では singlet 成分は消失し、１組の doublet
57

で解析できた。doublet 成分は、メスバウアーパ

の概念図

ラメータから高スピン型 Fe2+ で、格子間位置また

図2
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は K+ イオンの置換位置にあると思われる。一方、 きさに変化がなく、さらに高い温度 44 K において
singlet 成分は、IS ＝ -0.38 mm/s (11 K) で、通常

も現われたことから、磁気分裂ではなく四極分裂で

の原子価状態ではない新規化学種であることを示

あると考えた。今回の実験で得られたメスバウアー

57

n+

パラメータを、山田らのマトリックス単離実験で得

に起因していると考えて、Fe ～ Fe で形成され

られたパラメータ [5] と比較して、固体酸素中で生

唆している。[MnO4] の Mn 位置を置換した Fe
2+

n+

る [FeO4]

8+

の Fe 核位置での電子密度と電場勾配、 成された Fe 化学種について検討を行なった。この

その構造安定性について分子軌道法 (Gaussian98、 実験で確認された４成分のうち、Fe(O2)、FeO、 (O2)
DV-Xa) を用いて計算した。その結果、この singlet

FeO2 の３つについてはマトリックス単離実験のパ

成分は、四面体４配位の Mn 位置を置換したこれ

ラメータとほぼ同じであると帰属できた。面積強度

8+

ま で 凝 縮 系 で の 観 測 例 の な い 高 酸 化 状 態 Fe の
0

[FeO4] によるものであると同定した［4］。

最大の成分は、山田らの実験では生成していない新
しい化学種で、分子軌道計算の結果、低スピン型
Fe2+ の (O2)Fe(O2) であると示唆された [6]。高励起

4. 57Mn インビーム・メスバウアー分光－固体酸素

状態にある金属イオンは、通常の化学反応とは全く

酸素は高酸化状態を安定化させるので、Fe 原子

異なる生成物や化学種をもたらすことが実験的に見

の高酸化状態を有した exotic な化学種の合成が期

出すことが出来た。O2 分子と鉄との反応は、腐食

57

待して、 Mn インビーム・メスバウアー分光実験

や触媒ばかりでなく大気化学にも関連する基本的な

を行なった。固体酸素は、液体ヘリウムクライオス

化学反応であるし、さらに惑星表面物質やなどの多

タットで 15 K に冷却されたアルミ板上に凝集させ、 様なガス固体を用いれば「凝縮系」における反応や
厚さ約 1 mm で青白色の固体酸素試料を得た。18、 結合様式の研究へ応用できるであろう。
32、44 K で測定した。( 図 4)。18 K で得られたス
ペクトルは、-2.5 mm/s および 1.0mm/s 付近に大

５. 中性子インビーム・メスバウアー分光

きなピークを持ち、また固体酸素は低温で反強磁性

中性子捕獲反応とそれに引き続いておこるカス

(TN= ～ 30 K) を示すことから Fe 原子の超微細磁場

ケードγ線放出の反跳によって生成するホットアト

であろうとも解釈できそうである。しかし、この成

ムの挙動は、高励起原子の反応として注目され、原

分は、ネール温度以上の 32 K でもその分裂幅の大

子炉照射後の試料を放射化学的分離分析手法により
検出・定量して議論がおこなわれていた。しかし、
溶解等の化学操作が必要とされるため、途中の化学
操作によって生成した化学種を測定したり、化学操
作中に生成物の分布が変化している可能性を排除で
きず、最近ではほとんど研究されていない。これに
対して、中性子捕獲反応によるメスバウアー励起核
を用いれば、生成化学種のキャラクタリゼーション
を完全に非破壊的にリアルタイムで行うことができ
る。中性子インビーム・メスバウアー測定は、メス
バウアー分光黎明期の 1960 年代に行われたが、手
法としてのデモンストレーションにとどまり化学的
な応用は行われていない。当時の技術では、S/N 向
上のために、測定系が複雑であったことや、化学系
の研究者に注目されなかったことが原因と推測され
る。その後 30 年間中性子ビームを用いたメスバウ
アー研究は行われていない。
我々は、PPAC を用いれば、簡便に中性子インビー

図4
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固体酸素に注入した Mn インビーム・メ

スバウアースペクトル
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JRR-3 ビームホール内の即発γ線分析 (PGA) 用ポー

たすであろう。放射光を利用した核共鳴散乱実験、

トにおいて、56Fe(n, γ )57Fe 反応で生成した短寿命

まもなく稼働する理研の RI ビームファクトリー、

励起状態 Fe 核からの即発γ線を利用して、核反

J-PARC の大強度ビームなどを利用することで、す

応直後の初期生成物の研究を開始した。α -Fe、ス

べてのメスバウアー核種のインビーム実験が可能と

テンレススティールを用いたテスト実験を経て、鉄

なり、物質科学や無機化学研究の新しい展開が拓か

化合物試料として、FeS2 の組成を持ち結晶構造の

れることを期待している。

57

異なるパイライト ( 黄鉄鉱 ) とマーカサイト ( 白鉄
鉱 ) を試料とした。室温と 78 K でメスバウアース
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Slow Negative Muon
Production
KEK 物質構造科学研究所
Patrick Strasser
1.

Introduction

challenging because of the following difficulties:
(1) Due to a strong absorption of p¯ stopped inside

Obtaining an intense muon beam having the

the matter, the p¯ to µ¯ decay can not be realized

advanced features of ultra-low energy (~ keV) and

in the target material, so that there is no surface

2

a small spot size (~ µm ) is important to realize the

µ¯ possible (except a small probability for liquid H2

goal of stopping muons in a target volume close

or He). (2) It is almost impossible to obtain slow

in size to their atomic dimension. This advanced

µ¯ re-emitted from the surface of the µ¯ stopping

beam will make it possible to perform muon

material, except for the emission of neutral muonic

experiments, e.g., µCF, µSR, element analysis, ...,

deuterium (dµ) which was discovered by Marshall

in an “atomic scale” size target. Consequently, the

et al. at TRIUMF [2], because, after thermalization

focus of research is to achieve a high quality slow/

inside the condensed matter, µ¯ are captured by

cold muon beam, that is obtaining high conversion

atomic nuclei and form muonic atoms.

efficiency within microseconds, thus turning a
“dispersed ” MeV beam into “fine” keV beam.

2. Slow µ¯ Production via µCF

At present, muons (µ +, µ¯) are obtained by
either pion (p+, p¯) decay in flight (i.e., decay µ+, µ¯)
+

or by p decay at the surface of the pion production
+

To produce a slow/cold negative muon beam,
we have to consider a completely novel approach.

target, being conventionally known as surface µ .

In 1989, Prof. K. Nagamine proposed a novel idea

No surface µ¯ can be obtained due to the strong

that a slow negative muon source can be realized

absorption of stopped p¯ inside the matter. With

based upon the phenomena of muon catalyzed

these two methods, even after a careful design

fusion (µCF) occurring in a high density and high

of the muon beam channel, the range width of

tritium concentration D/T mixture [3]. This method

incident muons will be greater than several tens of

uses the advantage of the recycling of negative

2

mg/cm and the size of the beam larger than a few
2

muons during muon catalyzed fusion in thin solid

cm . Further intensity decrease is inevitable if we

hydrogen isotope mixtures to convert high energy

want to study samples with smaller dimensions.

µ¯ (1–10 MeV) into µ¯ with energies of ≈ 10 keV to

Recently, slow positive muons have been

produce a source of slow µ¯.

successfully produced either by the laser resonant

The principles are as follows: (1) the

ionization method of thermal muonium re-emitted

disappearance of the 5He core nuclei, at the instant

from a hot tungsten foil at the RIKEN-RAL muon

the fusion reaction occurs inside the dtµ molecule,

facility, or by the cold moderation method in thin

can release a slow µ¯ with an energy of ≈ 10 keV

layers of cryosolids at PSI (for a review see, for

(see Fig. 1a); (2) this liberation process can be

+

example, ref. [1]). Re-emission of slow µ can be

repeated up to 150 times during the µ¯ life time;

relatively easily achieved in comparison with µ¯,

(3) after the successive liberation of slow µ¯, a

since µ+ thermalization and diffusion can be realized

significant fraction of the µ¯ stopped inside a thin

in various condensed matters. But the production

solid D/T layer can be expected to be re-emitted

of a slow µ¯ beam has been considered to be very

from the surface with an energy of ≈ 10 keV (see
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Fig. 1b). If there is no leakage from the D/T layer,
simply to be the ratio of the range of the 10 keV µ¯
(≈ 0.3 µm) with respect to the range of an incident

200
100

1 MeV µ¯ (≈ 0.9 mm), multiplied by the square root

0

of the number of µCF cycles ( √ 150 ), thus resulting
in eµ ≈ 0.04.

0
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Figure 2.

Simple Monte Carlo calculations were
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Calculated energy spectra of slow µ¯

released from a D/T layer as a function of the

performed to simulate slow µ¯ emission. Basic µCF

layer thickness: (a) 1 µm, (b) 10 µm and (c) 100

kinetics was considered, and the calculated energy

µm.

spectrum of the released µ¯ after fusion was taken
from Müller et al. [4]. Figure 2 shows the simulated

(a)

Counts

the conversion efficiency (e µ) can be estimated

300

3.

The Two-Layer Arrangement Method

energy spectra of slow µ¯ released from the D/T
layer as a function of the layer thickness. For thin

To increase the production efficiency of the

layers, most of the slow µ¯ are re-emitted with an

slow µ¯, it is important to confine the region where

energy between 0–50 keV, whereas, for thicker

the fusion takes place to a minimum thickness,

layers, the 10-keV (or below) µ¯ have less chance to

thus enabling them to be more easily released

be released from the surface due to their relatively

without significant energy loss. For this purpose,

small range. By optimizing the thickness against an

a two-layer arrangement (see Fig. 3) is considered,

unknown dµ and tµ diffusion length, the production

where the first layer of H2/T2 is used for formation

efficiency of µ¯ below 10 keV may become a few
percents.

and diffusion of tµ atoms, and the second layer of
D2/T2 for the fusion and conversion into slow µ¯.
The simplified reaction process is as follows. High

(a)

µ¯
d

µ¯
5

t

n

α

energy µ¯ (1–10 MeV) are injected into a thick (≈
1 mm) H2 layer containing a small amounts of T2
impurities (Ct ~ 10-3), with a thin (≈ 1 µm) D2/T2

He
≈ 10 keV µ¯

layer formed on it. The injected muons slow down
in the solid H2 /T2 layer and initially form muonic

(b)
Thin Cold Plate

protium (pµ) atoms if the tritium concentration is

Condensed D/T

1 – 10 MeV µ¯

small. Then, rapidly the muons transfer from the
protons to the tritons to form tµ atoms due to the

≈ 10 keV µ¯

high rate of the dominant transfer process pµ+t →
l1

tµ+p, i.e., the increase in the reduced mass leading
l2

~ 150 times

to a slightly higher binding energy. The mean
transfer time depends on the tritium concentration
and is of the order of 100 ns for Ct ~ 10-3. These
tµ atoms, which have an initial kinetic energy

Figure 1.

Schematic of slow µ¯ generation

after transfer of several tens of eV, if the transfer

after µCF in a high density and high tritium

occurs in the ground state, lose energy via elastic

concentration D/T mixture. (a) Liberation of ≈ 10

scattering with hydrogen and decelerate down

keV µ¯ at the instant of µCF in a dtµ molecule.

to a few eV where the scattering cross section

(b) Successive liberation of slow µ¯, and possible

by a proton is drastically reduced because of the

emission of the slow µ¯ from the surface of a

Ramsauer-Townsend effect, thereby resulting in a

solid D/T mixture.

relatively long diffusion range (~ 0.5 mm). Indeed,
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if the tritium concentration is not too high, the tµ
atoms can travel a relatively long distance before
losing so much energy that the scattering cross
section is no longer in the Ramsauer-Townsend

Condensed H 2 with 1000 ppm T2
Cold Foil

Condensed D2 /T2

µ¯ Beam
Slow µ¯

region. The tµ atoms then thermalize without any
further macroscopic displacement. Moreover, this
mechanism allows a large fraction of ~ 5 eV tµ

Ramsauer-Townsend
Effect

atoms to be emitted from the solid H 2 /T2 layer
if they reach the surface during their travel. This
fraction was measured to be at least 0.01 per
injected µ¯ in the case of dµ [2]. Consequently,
these tµ atoms emitted from the primary H2 /T2
layer, can efficiently penetrate into the D2 /T2 layer
formed on it. The conversion of tµ into slow µ¯

1–10 MeVµ¯

pµ
dtµ
tµ

l tµ+p → tµ+p

H2 /T2

(~1mm)

≈ 10 keV µ¯
D2 /T2

(~1µm)

via muon catalyzed fusion is expected to occur in

Figure 3. Schematic of slow µ¯ production using

the D2 /T2 layer, with slow µ¯ then being released

the two-layer arrangement.

from the surface. Therefore the main objective is
to optimize the D2 /T2 layer thickness to maximize

negative muon beam that has been developed at

slow µ¯ emission from the surface, i.e., in thinner

PSI [8] is to inject MeV µ¯ into a magnetic trap

layer only a few fusions occur because of tµ

that acts as an inverse cyclotron (i.e., cyclotron

leakage, whereas for a thicker layer the ≈ 10-keV

trap), where the path of the muon is wound up

µ¯ have a smaller probability to be released from

to slow them down in a controlled manner. The

the surface due to their relatively limited range.

muons are passively decelerated inside the trap

Muon catalyzed fusion experiments in thin films

through collisions with a stack of thin foils or

and slow negative production were investigated

in a low density gas. As they lose energy, they

using µCF in D2 . However, the efficiency of slow

move in spiral orbits towards the center of the

µ¯ production is substantially smaller for the ddµ

cyclotron trap guided by the transverse magnetic

system in comparison with dtµ, due to a slower

field of several tesla. The slow muons can then be

molecular formation rate and a larger µ¯ sticking

extracted from the center by applying an electric

probability to He after fusion. This experimental

field along the cyclotron axis and guiding them into

study was summarized in ref. [5, 6].

a magnetic channel. Using this method, a beam of

3

slow µ¯ from 10-50 keV has been obtained at PSI
A method to improve the overall efficiency

with an intensity of 104 µ¯ s-1.

would be to confine the dµ and tµ atoms into the

Frictional cooling is another method to

D2 /T2 layer to reduce their leakage. In principle,

produce slow µ¯ beam. It is the cooling of very

this could be realized by using very thin (~ 10 nm)

low-energetic charged particles by moderation

lithium layers, as it was first proposed by Taqqu

in matter and simultaneous acceleration in an

[7]. The idea was that thin lithium layers are quasi

electrostatic field. The muon energy-loss process

transparent to eV dµ and tµ atoms, but highly

takes a systematic way depending upon the energy

reflective at low energy (< 0.1 eV).

range. There is an energy region below 10 keV
that shows a positive energy derivative of the

4.

stopping power. An increase of the stopping power

Other Methods

by increasing the energy provides a mechanism of
Another approach to produce low energy

cooling: energy loss in matter and simultaneous
longitudinal energy restoration by acceleration in
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an electrostatic field. It has been shown feasible

isotopic analysis by differencing muonic X-rays

at PSI [9], but the initial muon beam momentum

emitted by the different isotopes of low Z elements

has to be kept relatively low (pµ ≈ 10 MeV/c). This

(C, N, O, …).

method is however very well suited to the energy

The production and study of unstable muonic

of the slow µ¯ released after µCF, and could be used

atoms (see “Meson 25”, pp. 24-27) would also

to efficiently compress the energy spread of the

benefit strongly from this new slow µ¯ beam.

emitted slow µ¯ beam.

Muons could be stopped in a much smaller volume,
thus reducing the number of ions required to

5.

Future Sciences with Slow µ¯

be implanted in a D 2 film. Then muonic atom
spectroscopy could be performed with even fewer

Slow µ¯ could be used to perform non-

unstable nuclei.

destructive element analysis on a surface or

But probably the most interesting application

in a thin-film. When a muonic atom is formed,

of this slow µ¯ beam, as it was pointed out by

it produces several characteristics X-rays as it

Prof. K. Nagamine [3], would be the creation of

cascades down to its ground level. Theses muonic

“µ-fermionium” or ”dimuonium” (i.e., µ+µ¯ atom). A

X-rays are different for each element including its

fermionium is the creation of bound states between

isotopes along an isotopic chain. Their energies

a fermion and an antifermion. The main physical

are easily detectable, and range from 1.9 keV

motivation to study dimuonium production lies in

for hydrogen to about 6 MeV for lead. They

the fact that the µ+µ¯ atom is one of the simplest

provide a unique opportunity to perform non-

hydrogenlike atoms, which is very convenient for

destructive elemental analysis. Studies have

testing fundamental laws. Advanced QED studies

already been performed in bulk samples, some

would become possible without size corrections

with archeological significance, by Kubo [10] and

and, furthermore, because of the constituent heavy

others. Measurements of major and trace element

masses, important effects such as weak interaction

abundances of meteorites were also performed at

correction become exceptionally enhanced. Up to

the RIKEN-RAL muon facility [11]. Ultimately, extra-

now there are a lot of theoretical predictions on

terrestrial samples such as solar wind trapped in

dimuonium properties but it has not been observed

GENESIS collectors could strongly benefit from a

yet. A method to create dimuonium at relativistic

slow µ¯ beam. GENESIS is a NASA space mission

heavy-ion colliders has been considered. Another

aiming to measure accurately the elemental and

possibility is the electro-production of dimuonium

isotopic composition of the sun to determine the

on atoms [12]. But now very interesting collision

starting material for our solar system when it was

experiment can be considered between the

formed 4.6 billion years ago. It returned to earth

proposed slow µ¯ beam and the already established

in September 2004 after 2 years of collecting

slow µ + beam via resonant laser ionization of

solar wind atoms on high purity wafers at the 1st

thermal muonium, both to be produced with a

Lagrangian point. The mean implantation depth of

pulsed time structure. At a few keV energy range,

the solar wind atoms in the wafer is only of 10 nm.

the reaction of µ+e¯ + µ¯ is expected to have a large

So far, element and isotope analysis is challenging

cross-section and can be efficiently used to produce

by any technique. A slow µ¯ beam combined with

µ+µ¯ atoms.

new cryogenic microcalorimeter X-ray and g-ray

The new Muon Experimental Facility that is

detectors, which have the properties of much

now under construction at the Materials and Life

higher energy resolution than that of existing

Science Facility (MLF) in the J-PARC project would

germanium detectors (but with the disadvantage

be the ideal place to realize the production of

of lack of timing information), would allow the

dimuonium. Besides conventional surface muon
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and decay muon beams, there is also a proposal for

[11] I.C. Lyon et al., Lunar and Planetary Science

the world highest intensity surface muon channel

Conference XXXVI (2005), Abstract No. 1636.

called “Super Omega” [13]. This advanced muon

[12] N. Arteaga-Romero, et al. Phys. Rev. A 62

channel consists of a normal conducting solenoid

(2000) 032501.

lens to accept muons in a solid angle of nearly

[13] K. Shimomura et al., AIP Conf. Proc. 721 (2004)

400 msr, a curved superconducting solenoid

346.

for transportation, and a set of superconducting
coils to focus the beam at the exit of the solenoid.
Since only solenoids and coils are used, surface
µ+ and cloud µ¯ can be extracted simultaneously.
Furthermore, by placing a magnetic bend right at
the end of this channel, both negative and positive
muon beams with the same momentum can be
produced. According to Monte Carlo simulations, a
surface muon intensity of 2–5 x 108/sec is expected.
The cloud negative muon intensity at 27 MeV/
c is roughly 1–2 % of the surface muon intensity,
and a negative muon beam of 106–7/sec could be
obtained. Both beams are pulsed with same timing,
and can be used to produce simultaneously slow µ+
and slow µ¯. Dimuonium atoms are just waiting to
be produced there.
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銅酸化物高温超伝導体 La2-xSrxCuO4 の過剰ドープ域
におけるスピンゆらぎの µSR による研究
東北大学大学院工学研究科応用物理学専攻
Risdiana*（訳 足立 匡）
高温超伝導体の過剰ドープ域において、高温超伝導の発現機構と関連すると言われてい
る Cu スピンゆらぎについて調べるために、Zn を部分的に置換した La2-xSrxCu1-yZnyO4
の x = 0.15 - 0.30、y = 0 – 0.10 についてミュオンスピン緩和（µSR）実験を行った。
その結果、Zn を 3 %置換した x ≦ 0.27 の試料において、低温でミュオンスピンの指数
関数的な緩和を観測した。これは、Zn による Cu スピンゆらぎのスローイングダウン
を意味する。ミュオンスピンの緩和率は、x の増加とともに減少し、超伝導が消失する
x = 0.30 ではミュオンスピンの速い緩和はほとんど見られなくなった。これらの結果は、
スピンと電荷の動的ストライプ相関が La2-xSrxCuO4 の超伝導領域全体に渡って存在し、
超伝導の発現機構と密接に絡んでいる可能性があることを示唆している。
1. はじめに
「夢の技術」と言われ続けてきた高温超伝導の発

イプ秩序の形成が超伝導抑制の原因であると主張し
た [1]。ストライプ秩序が形成されると、伝導キャ

見から 20 年が経過した。その応用に関しては、線材、 リアであるホールが 1 次元的に配列するため、電
バルク材、テープ材などの研究、開発が精力的に行

気伝導性が悪くなり、超伝導に悪影響を及ぼすこと

われており、アメリカでは、実用化に向けて 350

は容易に想像できる。一方、動的にゆらいだストラ

m クラスの送電ケーブルを実験中とのことである。 イプ相関が超伝導の発現に重要であるという理論が
一方、高温超伝導の発現機構に関しては、現在まで

提唱されている。すなわち、1 次元ホール列の中で

に夥しい数の研究論文が出されてきたものの、未だ

対を形成し、ホール列の間をジョセフソン結合的に

に解明されたとは言えない状況にある。

トンネルすることで超伝導電流が流れるというもの

高温超伝導の発現機構を理解する上での中心的な

である [2]。

議論は、電子対を形成するための引力の源が何か？

この動的ストライプ相関が高温超伝導の発現に効

である。低温で超伝導が現れる所謂従来型超伝導体

いているか否かを明らかにするためには、その普遍

では、その引力は格子振動（フォノン）が担うこと

性を調べることが第一である。ここで、我々は、ス

が BCS 理論によって証明されている。一方、高温

トライプ相関が一種の電荷密度波、スピン密度波で

超伝導体では、初期の段階から、全ての高温超伝導

あり、これらが不純物によって容易にピン止めされ

体が内包する「Cu スピン」のゆらぎが注目されて

ることに着目した。すなわち、様々な高温超伝導

きた。しかし、どのように電子対の形成を担うのか

体に不純物を置換することで、ストライプ秩序を

は定かではなかった。そのような状況で登場したの

ピン止めし、結果として起こる Cu スピンゆらぎの

が、所謂「スピンと電荷のストライプモデル」である。 スローイングダウンをミュオンスピン緩和（µSR）
1995 年、アメリカ、ブルックヘブン国立研究所

実験で検出することを試みた。過去に、我々は、

の J.M. Tranquada らは、La 系高温超伝導体

La2-xSrxCuO4 [3-10]、Bi-2212 系 [11,12]、Y-123 系

La1.6-xNd0.4SrxCuO4 の不足ドープ域である x = 1/8（超

[13] 高温超伝導体の不足－最適ドープ域において

伝導が著しく抑制されるホール濃度）における中性

ゼロ磁場 µSR 実験を行い、非磁性不純物の Zn が引

子弾性散乱実験から、低温でスピンと電荷のストラ

き起こした Cu スピンゆらぎのスローイングダウン

イプ状長周期秩序を発見した。そして、このストラ

を検出してきた。これらの結果は、動的ストライプ

* 現インドネシア Padjadjaran 大学物理学科
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相関が Zn によってピン止めされることで、Cu ス

方、Zn を大量に置換した y = 0.10 では、ミュオン

ピンゆらぎがスローイングダウンしたものと解釈で

スピンの緩和は遅くなる。これは、Cu スピンが再

きた。すなわち、様々な高温超伝導体の不足－最適

び µSR の時間スケールよりも速くゆらいでいるこ

ドープ域において、動的ストライプ相関が存在する

とを意味しており、大量の非磁性 Zn 置換によるス

可能性が極めて高いことが分かった。

ピン希釈効果、すなわち不足－最適ドープ域と同

本稿では、次のステップとして、過剰ドープ域に
おける動的ストライプ相関の存在を検証するため

様に Cu スピン相関が破壊されたためと理解できる
[3-10]。

に、Zn を置換した La2-xSrxCu1-yZnyO4 の過剰ドープ

図 2 に、Zn を 3%置換した La2-xSrxCu1-yZnyO4 の

域においてゼロ磁場 µSR 実験を行った結果を紹介

0.15 ≦ x ≦ 0.30、y = 0.03 におけるゼロ磁場 µSR

する [14,15]。

スペクトルを示す。Zn を 3 %置換した試料を選ん
だ理由は、図 1 に示したように、Zn による Cu ス
ピンゆらぎのスローイングダウンが最も顕著に見ら

2. 実験方法
La2-xSrxCu1-yZnyO4 の 0.15 ≦ x ≦ 0.30、0 ≦ y ≦
0.10 の多結晶試料を、通常の固相反応法で作製し
た。粉末Ｘ線回折から単相であることを確認し、ま
た、電気抵抗率測定から、試料の品質がいいこと
を確かめた。ゼロ磁場 µSR 測定は、0.3 K までの低
温を英国 RIKEN-RAL ミュオン施設において、また、
0.02 K までの低温をつくば市の KEK-MSL 施設にお
いて行った。
3. 実験結果
銅酸化物高温超伝導体に打ち込まれた正ミュオン
は、酸素イオンの付近に止まることが知られている
[16]。La2-xSrxCuO4 の場合、ミュオンは Cu の直上
にある所謂頂点酸素付近に止まることがほぼ確立し
ている [17]。それゆえ、低温で Cu スピンゆらぎが
スローイングダウンした場合、頂点酸素付近に止ま
ったミュオンは CuO2 面からの強い内部磁場を感じ
るはずである。
図 1 に、La2-xSrxCu1-yZnyO4 の x = 0.20、0 ≦ y ≦
0.10 におけるゼロ磁場 µSR スペクトルを示す。1
K 以上の高温では、全てのスペクトルがガウス型の
緩和を示している。これは、ランダムに分布した核
スピンが作る双極子磁場によるものであり、Cu ス
ピンのゆらぎは µSR の時間スケール（10-6 - 10-11
秒）よりも速いことを意味している。0.3 K におい
ては、y = 0 と 0.01 では引き続きガウス型の緩和が
見られる。一方、y = 0.02 と 0.03 では緩和は速く
なり、指数関数型に変化する。これは、不足－最適
ドープ域の場合 [3-10] と同様に、Cu スピンゆらぎ
のスローイングダウンを意味する。しかしながら、

図1

0.3 K においても、コヒーレントな磁気秩序の形成

する 0.3 K までの低温でのゼロ磁場 µSR スペク

に対応するミュオンスピン回転は観測されない。一

トル．
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れるからである。0.3 K のスペクトルに着目すると、 解析した。
指数関数型の緩和が x = 0.27 まで観測される。こ

A(t) = A0exp[-l0t]GZ(D,t) + A1exp[-l1t]

れは、Cu スピンゆらぎのスローイングダウンを示

第 1 項は、Cu スピンが µSR の時間スケールよりも

している。緩和は x の増加とともに弱くなり、超伝

速くゆらいでいる領域において、ゆっくりと緩和す

導が消失する x = 0.30 では速い緩和はほとんど見

る成分を示している。A0 と l0 は、それぞれゆっく

られなくなる。x = 0.15 については、1 µs 以下の

りと緩和する成分の初期アシンメトリと緩和率であ

短時間領域での非常に速い緩和と、1 µs 以上での

る。GZ(D,t) は、ミュオンサイトでの核双極子磁場の

ほとんどフラットなスペクトルが見られるが、これ

分布幅 D を持つ静的久保－鳥谷部関数である [18]。

はインコヒーレントな磁気秩序（ストライプ状の短

第 2 項は、Cu スピンゆらぎがスローイングダウン

距離秩序）が形成されたためと思われる。

した領域において速く緩和する成分を示している。

Cu スピンゆらぎに関する詳細な情報を得るため
に、スペクトルを次に示す 2 成分の関数を用いて

A1 と l1 は、それぞれ速く緩和する成分の初期アシ
ンメトリと緩和率である。図 2 の実線で示すように、
スペクトルは上式で良くフィットできる。
図 3(a) に、Zn を 3%置換した La2-xSrxCu0.97Zn0.03O4
の様々な x における、高温で得られた値で規格化し
た A0 の温度依存性を示す。0.15 ≦ x ≦ 0.27 にお
いて、温度の低下とともに A0 が低温で減少するの
が分かる。A0 が減少し始める温度は x の増加とと
もに減少し、x = 0.30 では A0 の減少は見られなく
なる。A0 の減少は、Cu スピンゆらぎのスローイン
グダウンによって速く緩和する成分の出現を意味す
る。x = 0.15 では、A0 の値は低温で大体 1/3 付近
で飽和し、静的な磁気秩序、すなわち静的なストラ
イプ状の短距離秩序が形成されたことを示している
[3-7]。
図 3(b) に、Zn を 3%置換した La2-xSrxCu0.97Zn0.03O4
の様々な x における l0 の温度依存性を示す。0.18
≦ x ≦ 0.27 において、l0 の値は低温で温度の低下
とともに増加する。最低温の 0.3 K では、l0 は x の
増加とともに減少することが分かる。これは、x の
増加とともに、Cu スピンゆらぎのスローイングダ
ウンの程度が弱くなることを示している。x = 0.15
では、l0 は A0 が急激に減少する 2 K 付近でピーク
を示す。これは、静的磁気秩序が形成される場合の
典型的な l0 の振る舞いである [4]。
4. 考察
今回の結果で最も重要な点は、Zn によって引き
起こされた Cu スピンゆらぎのスローイングダウン
によるミュオンスピンの速い緩和が、超伝導が出現

図 2

La2-xSrxCu0.97Zn0.03O4 の 0.15 ≦ x ≦ 0.30

する過剰ドープ域で観測されたことにある。さらに、

における 0.3 K までの低温でのゼロ磁場 µSR ス

このスローイングダウンは、超伝導が消失する x =

ペ ク ト ル． 実 線 は A(t) = A0 exp[-l0t] GZ(D,t) +

0.30 で見られなくなる。これらの結果は、過剰ド

A1exp[-l1t] によるフィッティングの結果を示す。

ープ域においても動的ストライプ相関が Zn によっ
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てピン止めされることを強く示している。すなわち、 こされた Cu スピンゆらぎのスローイングダウンが、
動的ストライプ相関が超伝導領域全体に渡って存在

x ≧ 0.19 の過剰ドープ域では観測されなかったこ

し、x ≧ 0.30 の常伝導領域で消失するように見える。 とに因っている。しかしながら、我々の結果からわ
それゆえ、動的ストライプ相関は超伝導の出現に重

かるように、Zn による動的ストライプ相関のピン

要な役割を担っている可能性があると思われる。こ

止め効果は 2% ~ 3% Zn 置換された試料で最も大き

の結果は、La2-xSrxCuO4 の過剰ドープ域における低

く、それ以上 Zn 置換された試料では、Zn による

エネルギー中性子非弾性散乱実験からもサポートさ

スピン希釈効果（すなわちスピン相関の破壊効果）

れている [19]。

が顕著になってくる。それゆえ、Cu スピンゆらぎ

話は変わって、高温超伝導の物性相図における

のスローイングダウンを観測するには、5%の Zn 置

量 子 臨 界 点 の 存 在 は、 近 年 の 興 味 あ る 話 題 の 一

換は多すぎる。我々の Zn を 3%置換した試料での

つ で あ る [20,21]。Panagopoulos ら は、 ゼ ロ 磁

µSR の結果では、x = 0.19 の前後で大きな違いは見

場 µSR 実験から x ~ 0.19 に量子臨界点が存在する

られない。したがって、x = 0.19 には量子臨界点は

と主張している [22]。これは、Zn を 5%置換した

存在しないと結論できる。むしろ、動的ストライプ

La2-xSrxCu0.95Zn0.05O4 において、Zn によって引き起

相関が消失する x ~ 0.30 が量子臨界点と言えるか
もしれない。
次に、なぜ x の増加とともに緩和率が減少する
のかを考えてみる。二つの可能性が考えられる。一
つは、ホールの増加による Cu スピン間の相関、す
なわちストライプ相関の弱まりのためである。よく
知られているように、CuO2 面の酸素サイトに導入
されたホールは Cu スピンと Zhang-Rice 一重項を
形成し、スピンの欠陥を生成する。それゆえ、過剰
ドープ域において、ホールの増加は Cu スピン相関
を弱め、x の増加とともにミュオンスピン緩和率を
減少させるかもしれない。もう一つの理由は、過剰
ドープ域における x の増加に伴う超伝導体積分率
の減少のためである。この考え方は、高温超伝導体
Tl2Ba2CuO6+d の過剰ドープ域における横磁場 µSR 実
験から最初に提案されたものであり、ホール濃度の
増加とともに超伝導電子密度が減少することから言
われたものである [23,24]。最近、我々のグループ
による La2-xSrxCuO4 の過剰ドープ域における磁化率
の測定から、x の増加に伴う超伝導体積分率の減少
が観測された [25-27]。したがって、高温超伝導体
の過剰ドープ域において超伝導領域と常伝導領域へ
の相分離が実現している可能性が高い。常伝導領域
では Cu スピン相関が非常に弱いと思われるので、
Zn によって引き起こされる Cu スピンゆらぎのス
ローイングダウンは、超伝導領域でのみ起こると考

図 3

La2-xSrxCu0.97Zn0.03O4 の 0.15 ≦ x ≦ 0.30

えられる。それゆえ、過剰ドープ域において、x の

における (a) 高温での値で規格化されたゆっくり

増加に伴う超伝導体積分率の連続的な減少ととも

と緩和する成分の初期アシンメトリ A0 の温度依

に、ミュオンスピン緩和が弱まるのかもしれない。

存性と (b) ゆっくりと緩和する成分の緩和率 l0

上記のどちらの可能性がもっともらしいかを確かめ

の温度依存性．

るのは今後の課題である。
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[14] Risdiana, T. Adachi, N. Oki, S. Yairi, Y. Tanabe,

両氏、KEK ミュオン科学の幸田章宏氏、日本原子

K. Omori, T. Suzuki, I. Watanabe, A. Koda, W.

力研究機構の髭本亘氏との共同研究である。また、 Higemoto, Y. Koike: Physica C 460-462, 874
µSR 実験において、蜂谷健一、佐藤宏樹両氏に技術

(2007).

的サポートを、永嶺謙忠、西山樟生両氏に数々の御

[15] Risdiana, T. Adachi, N. Oki, S. Yairi, Y. Tanabe,

指導御鞭撻をいただいた。ここに感謝の意を表した

K. Omori, Y. Koike, T. Suzuki, I. Watanabe, A. Koda,

い。

W. Higemoto: cond-mat/0707.3322.
[16] S.B. Sulaiman, N. Sahoo, S. Srinivas, F.
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湯川・朝永生誕１００年にあたり

仁科記念財団
山崎 敏光
昨年から今年にかけて湯川秀樹・朝永振一郎生誕

く、負の中間子が作る状態を論じている。これは「二

１００年を記念する国際的会議が催され、私も依頼

つの中間子」の引き起こした混乱を救おうとする狙

されて講演した。一つは、昨年１２月に京大湯川基

いであった。

礎物理学研究所の主催で行われた国際シンポジュー
ムでの “Quest for pionic and kaonic nuclear bound

もう一つの会議はこの６月はじめ東京フォーラ

systems following Yukawa and Tomonaga” で、 内

ムで行われた原子核物理学の大国際会議 INPC2007

容はパイ中間子と K 中間子の原子核束縛状態の最

のプレシンポジュームにおけるもので、これは、最

近の研究であるが、話の１／３は仁科・湯川・朝永

近明らかになった「“ 湯川ポテンシャル ” を湯川の

をめぐる歴史の話にあてた。世の中に殆ど知られて

提唱より２年早く朝永が使っていた」という問題に

いないことをこの機会に強調しようと思ったのであ

ついての話をするようにとの依頼を永宮組織委員

る。近く「プログレス」に講演記録が印刷されるの

長から直前に受けたためである。題目は “Interplay

で、詳しくはそれをお読みいただきたい。

between Yukawa and Tomonaga in the birth of
mesons” で、１５分の間に次のことを話した。まず

「めそん」の読者には、なんと云っても、宇宙線

は、１９３３年春、仙台の学会において、湯川は、

中での ミュオンの発見にかかわることが重要であ

電子が核力を生み出すというハイゼンベルクの模型

ろう。私自身、誰からも教わらなかったままに、最

にはまって格闘している、そこから抜け出す道がま

近まで、仁科芳雄らがこの問題にどのように挑み、 だ見つかっていない。一方、朝永は仁科芳雄研究室
いかに新しい結果を得たか、そしてどう発表したか、 で重陽子の束縛エネルギー、陽子中性子反応断面積
さらに後世にいたるまでどのように評価されてきた

の計算を行っていたが、そこで核力のポテンシャル

か、の問題に自分の眼を注ぐことが無かった。研究

として後に湯川型と呼ばれる exp(-kr)/r という形を

者としても教育者としても、自分の不明に恥じて

使っていた、という驚くべきところから物語が始ま

いる。１９３７年に Physical Review 誌に掲載され

る。当時、二人ともその式の深淵なる意味の認識に

た Nishina, Takeuchi and Ichimiya の論文は、アメ

到達していなかったのである。回遊する実の粒子が

リカの二つのグループに匹敵する精度で、且つ最も

つくる水素分子の共有結合の考え (Heitler-London-

早く新粒子質量の決定を報告している。にもかかわ

Heisenberg 模型と呼ぼう ) を越えて湯川が到達し

らず、外国では（そして日本においてすら！）、仁

たのは、未知の粒子が媒介する力という考えであっ

科芳雄らの業績は無視されているのである。これは

た。湯川の中間子理論は相互作用距離を媒介粒子の

unfair である、と私は論じた。われわれの先人たち

質量と結びつけた。この成功は２０世紀の物理学を

の原論文をもっと読み、業績をもっと知り、胸を張っ

支配する根本原理となった。

て生きよう！
湯 川 理 論 の 成 功 と 裏 腹 に、Heitler-Londonこれに関連して興味を引くのは、ミュオンの発見

Heisenberg の考えは強い相互作用の世界からは全

の頃の湯川とのやりとりの中で、湯川の「重い量子」 く消滅してしまい、顧みる人もいない。私が短い講
という考えに対して、仁科はこの粒子は「軽いプロ

演の最後に持ち出した問題提起は、HLH のスキー

トン」と呼ぶのにふさわしい、と主張していること

ムは現代において復活した、というものである。そ

である。また、朝永—荒木は１９４０年に Physical

れは、負電子を負 K 中間子に置き換えると（図参照）、

Review に発表した論文で Fermi-Teller より７年早

クーロン分子（ミュオン触媒分子もその一種）に対
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応する超ミニ分子（原子核より密）・超強核力（通
常核力の４倍）を創りだすことができるという、最
近、赤石義紀との研究で明らかになった新局面であ
る。ちょうどその講演の週に次の論文が発表された。
T. Yamazaki and Y. Akaishi “Super strong nuclear
force caused by migrating K mesons - Revival of
the Heitler-London-Heisenberg scheme in kaonic
nuclear clusters” - Proc. Jpn Acad B 83 (2007) 144.
その実験的検証は将来に待たなければならない
が。
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示唆しており非常に興味深いものでした。また、理

International Conference on
Muon Catalyzed Fusion and
Related Topics (µCF-07)

研の石田氏からは D/T 系 µCF におけるオルソパラ
効果の研究についての報告がありました。長年にわ
たって理論的に大きな効果が予想されていながら、
誰も観測できなかった D/T 系での効果を初めて捕
らえたという意味で、大きな一歩が踏み出された感
がありました。最後に筆者から DD 系 µCF におけ

理化学研究所
今尾 浩士

るオルソパラ効果の研究について、特にオルソパラ

F.C. Frank によってミュオンを触媒とした核融

果について発表させていただきました。それまでの

合のスキームが初めて発表されて今年でちょう

µCF の常識を変えるような内容がいくつかあったた

ど 60 年 の 節 目 の 年 に な り ま す。 こ の 記 念 す べ

め、聴衆の反応は楽しみ、且つ不安でしたが、興味

き 年、2007 年 6 月 18 日 か ら 21 日 ま で の 4 日

を持って聞いてもらえたと思います。理論的には A.

間、 ロ シ ア の ド ゥ ブ ナ に お い て µCF-07 国 際 会

Adamczak 氏から凝縮系での µCF についての報告が

議 (International Conference on Muon Catalyzed

あり、固体中で観測されているいくつかの予期せぬ

Fusion and Related Topics) が、JINR 研究所主催の

現象が理解されつつある事が示されました。我々の

もと行われました。約 70 人あまりの研究者が参加

研究と密接に関わるものとして、tµ の固体中での

し、ミュオン触媒核融合 (µCF) 及びそれに関連する

散乱過程、固体中でのオルソパラ効果が実験と合わ

幅広い物理が、新しい理論的、実験的結果と共に議

ない原因などについても聞く事が出来ました。その

論されました。この µCF-07 についてご報告致しま

他に興味深かった講演として、Bogdanova 氏から

す。

自由電子のスクリーニングの助けを借りた水素貯蔵

舞台となったドゥブナはモスクワ ( シェレメティ
エヴォ ) 空港からバスで二時間弱の所にあり、ヴォ

標的作成の実験テクニック、それを用いた様々な相、
温度、密度の標的において観測されたオルソパラ効

合金中での核融合の理論的考察がありました。
2 日目午前は反陽子に関する講演が続きました。

ルグ河のほとりの緑に囲まれた閑静な街です。会

まず山崎 ( 敏 ) 氏から反陽子、Ｋ中間子を含むエ

議初日は µCF そのものを中心とした講演が行われ

ギゾチック原子、分子、原子核の研究に関するレ

ました。JINR のディレクターである A.N. Sissakian

ビュー講演がありました。こうした過程はミュオン

氏からの開会宣言の後、黎明期から µCF を支えて

原子・分子の織りなす µCF の親戚といえます。私

こ ら れ た 重 鎮 S.S. Gershtein 氏 か ら µCF の 60 年

自身、現在 ASACUSA グループで反陽子実験に従事

を振り返るレビュー講演がありました。また、C.

しているため、双方の立場からとても興味深く聞く

Petitjean 氏からは PSI で行われてきた D/T 系 µCF

事が出来ました。その後 ASACUSA グループから、E.

のレビュー講演があり、ミュオンロス過程の理論・

Widmann 氏による反陽子ヘリウムの超微細構造観

実験の不一致の問題等が論じられました。新しい実

測による核磁気モーメントの測定、東大の早野氏に

験報告として、P. Kammel 氏から水素へのミュオン

よる反陽子ヘリウムの精密分光の話があり、世界最

の原子核捕獲の精密測定実験 (MuCAP) の結果、そ

高精度で決められた反陽子・電子の質量比とその物

して新しく始まる重水素版の実験 (MuSun) の展望

理的意義について論じられました。ATHENA 改め

3

について、Maev 氏から新しく始まる He-d ミュオ

ALPHA グループからは藤原氏から最新の実験結果

ン触媒核融合実験、D.L. Demin 氏から DD 系 µCF

と反水素ビームのパルス化の手法等について講演が

における ddµ の測定についての報告がありました。 ありました。午後は G. Marshall 氏から TWIST 実
我々日本の µCF グループからは、まず、理研の松

験の報告等がありました。この日の夜にロシアの伝

崎氏から TT 系の µCF において観測される、tµ か

統楽器パラライカ等を用いたコンサートが催され、

ら 3He へのミュオン遷移率の温度依存性について

どことなく哀愁漂うメロディがとても印象的でし

報告がありました。実験結果はトリチウム固体中で

た。

の tµ の平均運動エネルギー、もしくはトリチウム
3

崩壊後の He のサイト等に関して異常がある事を

34

さて、会議 3 日目に入り、まず永嶺氏からミュ
オンマイクロビーム生成の現状とミュオン粒子の幅
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広い応用について講演がありました。ミュオン物理

演も聞く事が出来て、とても有意義に過ごす事がで

の将来を見据えた興味深い講演で活発な議論がなさ

きました。

れました。その後、J-PARC で建設されるミュオン
施設について KEK の三宅氏、中原氏の講演が続き
ました。新しいミュオンビームラインがまさに現実
のものとなろうとしている様子が垣間見え、活発な
議論を呼び、聴衆の関心の高さをうかがわせました。
午後は九大の上村氏から少数多体系における組替え
チャネル結合法、及びスタウ (Stau) 触媒核融合が

“International conference on

ビッグバン元素合成に果たす役割についての講演が

strongly correlated electron

あり大変面白く聞く事が出来ました。また理研の小

systems” (SCES’07) 報告

池氏から K 中間子の 3He 中での深い束縛状態に関
する理論計算の発表があり、注目を集めていました。
この日の午後に催されたエクスカーションは船に

東京工業大学大学院理工学研究科

乗ってヴォルグ河を遊覧するというもので、天気も

日本原子力研究開発機構先端基礎研究センター

気候も素晴らしかったため、デッキに立つととても
心地良く、出席研究者達との友好を深める事が出来



伊藤

孝

ました。また、会議の世話人でもあった D.L. Demin

さる５月、ヒューストンにおいて毎年恒例の “The

氏からバトゥの征西に始まるこの地方の歴史、ヴォ

international conference on strongly correlated

ルグ河に架かる橋がチンギスハンの子孫にあたる女

electron systems” (SCES’07) が 行 わ れ た。 去 年 は

性の個人出資で建てられた逸話等、楽しいお話を聞

ICM として京都で開催されたため、出席された方

くことが出来ました。

も多いのではないだろうか。

最終日の 4 日目はドゥブナグループの µCF 実験

ヒューストン国際空港から車で走ること約 20 分、

に関する講演が続き、最後は L.I. Ponomarev 氏の

ダウンタウンの中心部に今回の会場、ヒルトンホテ

サマリートークが行われ無事閉会を迎えました。

ルはあった。会議は午前中のオーラルセッション、

ドゥブナでの生活は思っていたよりずっと快適で、 午後一番のポスターセッション、続くパラレル形式
食事に関してもボルシチ等とてもおいしくいただけ

のオーラルセッションと言うスケジュールで 5 日

ました。ただ食べ物屋の案内が少し不十分であった

間かけて行われた。議題は会議名が示すとおり強相

ためドゥブナに着いた当初、なかなか悲しい？食生

関の物理一般である。超伝導からメゾスコピック系

活を送った人もいたそうです。街中を歩き回ると中

まで多岐にわたり、一通り聴講することで広範な知

華料理屋等もあったりするのですが、かなり割高感

識を得ることができるようになっている。

がありました。それでもドゥブナの物価は安いと思

重い電子系および量子相転移のセッションでは

います。会議が終わった後にモスクワへ移動し、さ

Ce, U 化合物に加え、Yb 化合物に関する発表が目立

ほど高級そうに見えないグルジア料理の店に入った

った。Yb は蒸気圧が高く、一般に Yb 化合物の試

ときのこと。メニューを眺めると 5 千円前後の料

料作製は難しいと言われている。しかし近年、試料

理が並んでいました。その中の１つを頼んでみると

育成技術の進歩によりいくつかの Yb 化合物につい

鳥煮込みスープが１杯だけ出てくるという具合でし

て純良な単結晶が得られるようになったと聞く。今

た。モスクワは世界で最もコストのかかる都市らし

後、Yb 化合物の物質開発が進むことで、重い電子

いですが、ちょっと驚きました。ロシアに顕在して

系の物理に新たな展開が見られるのではないかと期

いる貧富の差を改めて感じました。鳥煮込みスープ

待している。NaxCoO2, 115 系等、「はやり」の系に

は今まで食べた事がない程美味しかったですけれ

ついても多くの時間が割かれ，活発な議論が交わさ

ど。

れていた。これら「はやり」の系において、特に筆

2001 年の下田以来、久々の µCF 国際会議でした

者の興味を惹いたのが空間反転対称性のない物質に

が、 この紙面で紹介し切れない様々な興味深い講

おける超伝導の問題である。反転中心を持たず、か

「めそん」No.26, 2007 年

秋

35

会議報告

つ、スピン・軌道結合の強い系においてはスピン一
重項と三重項の秩序変数が混ざった超伝導状態が実
現すると言われている。この問題が議論されるよう
になったのはここ数年のことであるが、今日議論の
対象となっている超伝導体の内、いくつかは古くか

ゴードン会議に参加して

ら知られる物質であるという。優れた着想によって
見慣れた系においても新しい物理を見出すことがで

高エネ機構物構研
門野 良典

きるという好例であり，非常に興味深い話である。
さて、SCES では開催年度に因んだトピックに対し、
高名な学者を招いてプレナリーセッションを行うの
が常となっている。今年は BCS 理論の発表からち

Gordon Research Conferences

ょうど 50 年目にあたることから、BCS@50 と題し

-- Hydrogen-Metal Systems --

BCS 理論の確立から現在までの超伝導現象に関する

July 8-13, 2007

総説と最新の研究成果についての報告がなされた。 Colby College, Waterville, ME
P.W. Anderson 氏、F. Steglich 氏、そして地元ヒュ
ーストン大学から YBCO における高温超伝導の発

一口に国際会議（国際研究集会）と言っても色々

見者 C.W. Chu 氏の話を生で聞くことができ、学生

であるが、ゴードン会議はそのユニークな会議運営

の身として感慨深いものがあった。

で夙に有名である。筆者もうわさ話からその存在は

毎朝 8 時半から夕方 6 時半までホテルに缶詰状

知っていたが、今回初めて参加する機会を得たので

態が続くと、どんな人でも多かれ少なかれ参ってき

編集部の求めに応じてその印象を少し書き記してお

てしまうだろう。気分転換にと 4 日目の夜に企画

く事にしたい。

されていた野球観戦に参加したのであるが、これが

まず、ゴードン会議とは何かについてであるが、

大当たりであった。試合開始前から熱心なファンが

これは 1931 年に化学系の先端トピックスに関する

詰め掛け，球場は平日にも関わらずほぼ満員となっ

会議として始まった定期開催型の国際研究集会で、

た。試合自体は冷静に振り返ってみればお粗末なも

昨年 75 周年を祝ったというからずいぶん歴史のあ

のであったが、地元の人々の熱気に中てられたのか、 る会議である。現在、会議を催行する組織は AAAS
今までで一番野球を楽しむことができたと思う。
関連の NPO 団体という位置づけで、トピックスの
閑話休題。今回の SCES では 10 件前後の µSR を

内容も天文学から生命科学まで幅広い研究分野をカ

使った研究の報告があった。研究内容は低次元系の

バーして年間何十という会議を組織しており、物質

磁性、超伝導、多極子秩序、量子相転移等、多岐に

科学に関連する会議も数多く開催されているようで

わたり、µSR が如何に汎用性に富むプローブである

ある。おそらく読者の中には既に何らかのトピック

か再認識させられた。日本からは大石一城氏による

スに関して参加されたことのある方もおられるであ

PuCoGa5 における超伝導に対する自己照射効果の

ろう。その最もユニークな特徴は何かというと、参

研究、および筆者自身による SmRu4P12 の多極子秩

加者が最新の未発表研究を持ち寄ってお互いに批判

序相の µSR 研究について発表があった。

し合うことを目的とし、その目的を実質的にする手

以上、駆け足で紹介してきたが、これでは不十分

段として発表内容の概要や会議録を一切出さない、

であると感じる読者も多いことだろう。会議のウェ

という点にある。しかも、ゴードン会議で発表され

ブサイトから概要集をダウンロードできるので、興

たことは「引用不可」であり、もし言及したければ

味のある方はこちらから入手・参照していただきた

単に「private communication」とするように、と

い。

定められている（ゴードン会議の名前を表に出す事

http://cohesion.rice.edu/conferences/sces/index.cfm

は禁止）。これを発表する側から見れば、ゴードン

尚、来年度の SCES はリオデジャネイロで開催予定

会議の中で何かを発表しても、それをもってその研

とのことである。

究における自己の優先権を主張できない（何しろ発
表は「なかった事」にするのがルール）ことを意味
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し、参加者側からみればそこで見聞きした事につい

ッションは学生寮に付設されたホールで行なわれ

て、（それを自分で正しいと思えば）他の場所で自

た。発表の内容は水素吸蔵物質の開発とその評価に

分の名前の下に発表してもよい、ということになる。 関する研究がほとんどであり、いかにして可逆的、
（驚いた事に会議の案内にもそのように明記されて 高速、かつ大量に水素を出し入れできる物質を見つ
いる。）このような会議の運営方針は、現在のよう

け、その性質を応用に向けて制御・最適化するか（出

に研究者個人の業績がうるさく問われるご時世には

来るか）という点について多くの研究者がしのぎを

一見奇異に思えるのだが、そこにはもちろん別の深

削っている様子がよく分かった。特に軽元素を用い

慮遠謀が隠されているのである。即ち、会議を非公

た物質開発は相当な活況を呈しているように見えた

開とすることで後に「誤った研究」として葬り去ら

が、その背景の一つにはもちろん地球温暖化対策に

れるかもしれないような未成熟な研究を「論文」と

絡んで水素自動車の開発競争があり、車に積めるコ

いった後に引けない形で外に晒してしまうリスクを

ンパクトな水素タンク実用化の鍵を握るテーマとし

なくし、研究者がそのような初期段階の結果を臆す

て関心が集まっているからである。また、米国では

る事なく参加者に提示するよう促すことが目的なの

ブッシュ政権が関連分野の研究者を糾合して COE

である。（もちろん研究内容に自信があれば、ゴー

を立ち上げ、多額の研究費をつぎ込んで水素吸蔵物

ドン会議などで持ち出す前にさっさと発表（論文） 質の開発研究を推進しているが、そこでの数値目標
して優先権を主張すればよい。ただしそのような研 は「重量比約 10%の水素吸蔵能力」と相当高く設
究はどちらかと言えば意外性や新味に乏しく、他の

定されている。そのため従来の重たい遷移金属系は

研究者の想像力を大して刺激しないという意味でゴ

ダメだということになり、より軽いホウ素や窒素を

ードン会議にはそぐわないのである。）そのような

含むアルカリ金属水素化物へと研究対象が大きく

状況で大胆な仮説や怪しげな実験結果を発表しかつ

シフトしているようである。ちなみに筆者の発表

相互に忌憚なく批判し合い、これは面白いとなれば

は、90 年代後半に Ti を少量まぜることにより劇的

（あるいはそれによって新しいアイデアを思いつい

に水素吸蔵・放出性能が改善する事が発見されて注

たりすれば）、会議の参加者はその研究を自由に継

目を集めていた Sodium Alanate (NaAlH4) という物

承・発展させる事が出来るわけで、このような会議

質の µSR 研究についてで、Defects（格子欠陥）と

運営こそが先端研究の活性化を促す、というのがゴ

いうセッションの３つの招待講演の一つであった。

ードン会議の信条なのである。（例えば今回の発表

[ 他の二人のうちの一方は半導体中の水素中心に

中、いわゆる常温核融合に関連すると思われるポス

関する第一原理計算の大家である C. Van de Walle

ター発表を１件見かけたが、これこそまさにゴード （UC-Santa Barbara） で、 驚 い た 事 に 彼 の 発 表 も
ン会議の趣旨にぴったりである。）さらに、会議の NaAlH4 に関するものであった。（もちろん詳細は秘
実際面に関しても、参加者を 150 人程度に限定す

密ということでここでは紹介しない。）]

るとともに全員を人里離れた大学町に集めて缶詰状

物質、既に米国 COE の研究者達からは「この物性

態にし、大学の寮を宿舎にして寝食をともにするこ

では目標達成不可」として既に見捨てられた物質ら

とで face to face の議論がいつでも出来るように案

しいのだが、興味深い事に米国がやらなくなった途

実はこの

配されている。その点、会議の趣旨は全く違うが、 端ヨーロッパ勢がこの物質を研究し始めたこともあ
実際的な面だけを見る限りでは日本における「夏の り、基礎研究の対象としては依然として高い関心を
学校」に似たところがある。

集めているようである。いずれにせよ、物質開発に

さ て、 私 が 参 加 し た 会 議 は「Hydrogen-Metal

ついてはご多分に漏れず米国、ヨーロッパ、日本三

Systems」というタイトルからも知れるように金属

つ巴の競争になっていて日本人の参加者も多く、こ

材料中の水素の挙動に関するもので、既に 20 年近

の分野で活躍する研究者の知古を得るよい機会とな

くに渡って隔年で開催されているようである。会場

った。

はボストンから 300km ほど北東に離れたニューイ

筆者はニューイングランドを訪れたのはこれが初

ングランドの片田舎にあるカレッジで、参加者全員

めてであるが、ボストンからバスで４時間弱、車窓

がキャンパス内の学生寮に宿泊し、講演（基本的に

からは緑の景色がどこまでも続き、自然が豊かな場

招待講演のみ）は 200 座席程の講堂、ポスターセ

所との印象を持った。知り合いになった日本人参加
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者の一人が曰く、自身の出身地である北海道に似て
いるとのことで、確かに大陸の東側で緯度的にも近
いことなど、地理的条件は似ていると思われる。会
議期間中は天候が不安定で湿度も高く、冷房設備の
ない学生寮では日本の梅雨ほどではないにしても夜
まで蒸し暑く感じられることが多々あった。（ただ
し明け方の気温は 20 度を下回ることもある。）こ

第 11 回 ミ ュ オ ン ス ピ ン
回転 • 緩和 • 共鳴国際会議
（µSR2008） 開 催 に 向 け て

れに昼夜逆転の時差も手伝って、結局毎晩よく眠れ
たとは言いがたい状態が続くことになった。（幸い
ゴードン会議の特徴として、昼食—夕食の午後全体
が自由時間となっており、ここで少し昼寝をして
寝不足を解消した。かわりに夕方のセッションは

既に第一回サーキュラーおよびポスターが電子メ

7 時半からと夜張りに組んであり、ポスターセッシ

ールで配信されているようにこの会議は 2008 年 7

ョンはビールを片手に連日深夜零時近くまで及ぶ。） 月 21 日—25 日の期間つくば市の国際会議場エポ
会議自体は大変活気に満ちたもので、プロシーディ

カルにて開催される予定です。3 年毎に開催される、

ングスを書くといった面倒な宿題もなく、筆者とし

µSR に関しては唯一の国際会議であり開催地はスイ

ては大いに楽しませて頂いた会議であった。またい

ス、イギリス、北米、日本での持ち回りとなってお

つか参加する機会があることを楽しみにしている次

ります。今回は下田（第 3 回、1983 年）、日光（第

第である。

7 回、1996 年）に続いて日本では 3 回目の開催と
なります。J-PARC でのミュオン科学実験施設が立
ち上がる好機にあたり、国内のミュオン科学研究の
センタ−である KEK 物構研、理研仁科加速器セン
タ−、原子力機構先端研の共同主催で開催すること
となりました。今回の第 11 回会議から従来とは異
って、この会議は国際 µSR 学会 (ISMS) の学術会合
の意味を持つことになりました。
日本中間子科学会の皆様には是非とも普段の研究
成果を発表して頂けるよう願っております。
これから WEB などで順次情報を流していく予定
ですので興味を持たれる方等にお知らせいただけれ
ば幸いです。
http://msr08.riken.jp

連絡先

msr08@riken.jp

西山樟生、松崎禎市郎、髭本亘
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自己紹介
今年度より理研および総研大にそれぞれ 2 人ずつ新しいメンバーが加わりました。
施設を有する研究室に所属されたため誌面上で自己紹介をしていただきました。

理研・岩崎先端中間子研究室
小林 義男

子の反応過程といった研究を展開してきました。
このように原子核をプローブとしてその超微細相
互作用を通して物質科学研究に従事してきた訳です
が、今後は、以前より関心を持っていた µSR 法も

今年４月から理研・岩崎先端中間子研究室に転属
し、日本中間子科学会に新規入会いたしましたので
この場をお借りして簡単に自己紹介させていただき
ます。理研岩崎研究室では「新人」ですが、私は博

積極的に応用して、核プローブを利用した物性研究
の発展に微力ですが尽力したいと考えております。
みなさまのご指導、ご鞭撻よろしくお願いいたしま
す。

士課程の院生時代から理研（当時は核化学研究室）
で実験をしていまして、学位取得後そのまま研究員
となり、この期間を含めればすでに理研生活 20 年
超となりました。
これまで、私は主に理研加速器施設を利用した無
機物理化学への応用研究を行なってきました。理研
入所してからの数年間は、「放射性マルチトレーサ
ー」の開発と作製、その応用研究に取り組みました。
「マルチトレーサー」とは数種類の放射性 RI を含む
トレーサーのことで、Au などの金属箔に核子当た
り 100 MeV 程度のエネルギーに加速した重イオン
ビームを照射後、標的核破砕反応で生成した多数の
RI を毋金属から化学分離し、無担体の希薄酸溶液
としたものです。これを利用すれば複数の元素の挙
動が同一試料の一度の実験で調べることが可能とな
り、動植物の各部位への元素の取り込みや金属欠乏
症やガンなどの病巣での金属イオンの代謝の研究に
貢献できました。一方、入射核の破砕片を二次ビー
ムとして物質に直接注入することも可能です。これ
を物質科学研究に発展したものが、現在の私の仕事
の中心となっている「インビーム・メスバウアー分
光法」です。この手法は、入射核破砕反応で生成し
た放射性 RI を物質中にイオン注入すると同時にメ
スバウアー分光測定を on-line で行なうというもの
6

7

です。目的の RI ビームの生成量は 10 〜 10 個 /
秒と極超微量なので、物質に注入後は「孤立した原
子」として振る舞います。孤立原子の電子状態や原
子価状態、周囲との結合様式、試料温度に起因する
原子の動的振る舞い（原子ジャンプ過程）などをそ
の場観測できるという特長があります。半導体中の
極微量不純物の占有位置とその振る舞いや高励起原
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理研・加藤分子物性研究室
岩崎先端中間子研究室
石井 康之
初めまして、理研でポスドクをさせて頂いており
ます、石井と申します．今年度から、加藤分子物性
研究室に所属しながら岩崎先端中間子研究室に常駐
することになり、当面の課題は圧力下での分子性導
体の µSR 測定の実現です．自己紹介で同い年の著
名な野球選手を挙げているのをよく見かけますが、
私は松井秀喜外野手とおなじ 1974 年（昭和 49 年）
生まれです。1993 年、私が最初の大学入試に失敗
して浪人生活が決まった頃、松井選手が読売ジャイ
アンツに入団しました。松井秀喜選手が契約金で両
親に家をプレゼントしたというニュースをテレビで
見て、非常に複雑な心境であった事をよく覚えてい
ます。2003 年、松井秀喜外野手がニューヨークヤ
ンキースに入団した年に学位取得、ポスドクとして
理研に来ました。野球のことばかり書いてしまいま
したが、実は私は野球音痴で、スポーツはむしろサ
ッカー派です。浪人時代には地元のサッカー少年団
のコーチをしていた事もあり、4 級審判員の資格を
取得した事もありました。趣味は音楽で、学生時代
はアマチュアバンドに精を出していました。
研究面では、物質の圧力効果に興味があり、重い
電子系から有機導体まで、圧して面白そうな事があ
ればなんでもやってみたいと思っています。また、
装置開発にも積極的にとりくみたいと思っておりま
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す。不利な状況になると燃える性格で、学生時代、
「他

なと興味を持ったのがこの分野に進むきっかけとな

の人がやらない事をやらなきゃいかん」という指導

りました。

教官の教育方針のもと、ヘリウムガスをピストンシ

つくばに来てからまだ半年ですが、たまに旅する

リンダーで圧して 1.8 GPa まで発生させた事があり

ことが好きなので学生のうちにいろいろなところに

ます。最近の研究テーマは有機導体の圧力下磁性研

行ってみたいと思っています。信条は「Chance is

究で、弱い有機導体の磁性を圧力セル中でいかに検

Teacher」と何もやらないで後悔するより、やって

出するかに燃えています。

後悔する。先ずは、飛び込めです。

松井秀喜選手はメジャー移籍５年目となる今年、
日米通算２０００本安打を達成しました。またこの

これから、お世話になりますが宜しくお願いしま
す。

原稿を書いている時期に丁度メジャー通算１００本
塁打を達成しています。そんな松井秀喜外野手のモ
ットーは「個人の記録よりチームの勝利」なのだそ
うです。私も今年、ポスドク生活５年目を迎えます。
ミュオン科学の発展に貢献できる様、精一杯努力す

総合研究大学院大学・物質構造科学専攻
平石 雅俊

る所存ですので、何卒よろしくお願い申し上げます。
この四月から総合研究大学院大学高エネルギー加
速器科学研究科物質 構造科学専攻という所に入学
し、ミュオングループに加わらせていただ く事に

総合研究大学院大学・物質構造科学専攻
宮崎 正範

なった平石雅俊と申します。いろいろな人 ( 事務の
人にさえ ) に間違えられますが " 白石 " ではなく "
平石 " です。

はじめまして、本年４月よりミュオングループ門

出身は筑波大学で、理論（素粒子）を専攻してい

野研究室に入りました、総合研究大学院大学（総研

ました。ミュオンとの出会いは、図書館でふと目に

大）５年一貫制博士課程１年の宮崎正範と申します。 した本 ( タイトル忘れた ) で、ミュオン触媒核融合
宜しくお願い致します。

について書かれたやつです。常温核融合っていうな

大学時代は新潟大学工学部電気電子工学科で学

んかうさんくさそうな内容に感動した事を覚えてい

び、卒業研究ではエバネッセント波（全反射した

ます。現在研究している人が少なくて、「これなら

ときに発生）とマッハツェンダー干渉計を組み合

食っていけるんじゃね？」的な軽い勢いでミュオン

わせた干渉計の開発とこれを用いた有機分子薄膜

を研究している大学院を探して総研大に入学、今に

（CongoRed、アゾ系の光反応性分子）の形状や光励
起特性の観測を行っていました。

至るという感じです。
特技というか趣味はスノーボードです。冬が待ち

私がミュオンの世界を初めて知ったのは、今から

きれなくて「雪が降ってる！やったー」っていう夢

２年前に遡ります。当時の私は、ミュオンのミの字

を見るほど好きです。今 TRIUMF でこれ書いてま

も知らず（現在、勉強中です）物性に対しても余り

すが、バンクーバーの坂を歩いてて「ここボードで

興味を持っていませんでした。そもそも大学で工学

下ったら気持ち良さそうだなぁ」って思うほど好き

部へ進んだ理由は、エネルギー問題に関心があった

です。

からですが、大学に入って１、２年経ってみたら強

文を読んでいただければわかると思いますがかな

電（電力関係）の研究をしていた先生がほとんど退

り適当な奴で、「基本、人の話聞いてないですよね」

官してしまうという事態になっていました。そんな

って後輩に言われる感じの人間です。こんな感じで

中、大学・・・３年生の６月に KEK で夏季実習と

すが、これからよろしくお願いします。

いうものがあることを知り、とりあえず参加してみ
ようと思い参加してみました。そして、その最終日
に総研大の説明会があり、そのとき初めてミュオン
を使った物性測定を知り、こういう分野もあるんだ
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れている。ミュオン関連者は内部（門野、西山）外
部（西田、鳥養、岩崎）が委員として入っている。

高エネ機構・物構研・ミュオン科学
研究施設の現状（平成 19 年 8 月）

ユーザーの意見をくみ上げる組織としては
J-PARC 利用者協議会が既にあるが、物質 • 生命科
学実験施設に関しては MLF 利用者懇談会が設立さ
れる予定である（9/7 発足式）。

西山

樟生

（KEK 物質構造科学研究所）

4. J-PARC( 建設状況 )
物質生命実験施設のミュオン標的から中性子源に
至るトンネル内の機器（電磁石、遮蔽体、真空ダク
ト）の搬入 • 設置が完了し、ビームラインの真空引

１. PS ブースター停止後、施設の主要な活動とし

き、標的やモニタ−やピローシールの交換保守の為

ては海外施設を用いたミュオン共同利用の推進と

の輸送格納容器（キャスク）の遠隔操作による点検

J-PARC ミュオン施設 MUSE の建設である。

試験も完了し、M2 トンネルはひとまず完成した。
これを記念して 7 月 17 日 M2 トンネルを見る会が

２. 海外施設を用いた共同利用実験
「国際協力による海外施設を用いたミュオン実験
研究の推進」によるミュオン共同利用研究は順調に

J-PARC センタ−長を始め関係者 30 人で行われた。
また物質 • 生命科学実験施設のお披露目および見
学会が 9 月 7 日に予定されている。

行われている。今年 2 月 23 日に行われたミュオン
共同利用実験審査で採択された今年度前期の課題

５. その他

（表 1）は、5 月下旬より TRIUMF や , PSI 研究所で

KEK 物構研と TRIUMF 研究所では機構と TRIUMF

開始されている。また今年度後期の課題として７月

間の協力協定の下にミュオン科学の推進を目的と

２７日のミュオン共同利用実験審査委員会で採択さ

する MOU（覚え書き）が結ばれ５年毎に更新して

れた課題は全 20 件、分野としては「強相関系・磁

来たが、今春 . Lockyer 新 TRIUMF 所長来訪のおり

性」15 件「存在と拡散・化学・一般」5 件、用い

に包括的な MOU「KEK と TRIUMF との間における

られる海外施設としては 7 件が TRIUMF 研究所 ,12

研究開発協力に関する覚書」を締結（7 月 13 日）

件が RIKEN-RAL,1 件が PSI 研究所であった（表２）。 することになった。T2K 実験や、LHC の研究およ
び LHC の R&D と並んでミュオンに関係する項目と
し て は「Research in support of the Materials and

3. J-PARC（センタ−）
4 月より J-PARC センタ−組織が拡充され新たな

Molecular Science」に包含されている。

ディビジョンとして物質 • 生命科学ディビジョンが
発足した。このディビジョンは 4 つのセクション（中
性子源、中性子利用、基盤、とミュオンセクション）
によって構成されている。ディビジョン長は池田裕
二郎氏、副ディビジョン長は池田進氏、ミュオンセ
クション長は西山が指名された。
http://j-parc.jp/ja/organization-j.html
物質 • 生命科学実験施設の運営にかかわるための
物質 • 生命科学実験施設利用委員会が J-PARC セン
タ−長のもとに設立されることになった。この委員
会のもとにミュオン課題審査部会、装置検討委員会
（仮称）および中性子課題審査部会、装置検討委員
会の 4 委員会が組織される。内部から 11 名、外部
から産業界、ユーザーからの学識者 13 名で構成さ
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表１

平成 19 年度前期ミュオン共同利用実験申請課題一覧

受理番号
実験責任者 所属
2007M-01 秋光 純
青山学院大学

施設名 実 験 課 題 名（和文）
TRIUMF 新規超伝導体における超伝導キャリア及びギャッ
プ構造の相関
2007M-03 陰山 洋
京都大学院 ( 理 ) TRIUMF フラストレート正方格子反強磁性体 (CuX)LaM2O7
(X = Cl, Br; M = Nb, Ta) における磁気秩序状態と無
秩序状態の競合
2007M-04 門野良典
KEK-IMSS
TRIUMF Bi2Sr2CuO6+ δにおける磁性と超伝導状態
2007M-05 門野良典
KEK-IMSS
TRIUMF 電子ドープ型銅酸化物高温超伝導体の磁性および
磁束格子状態の研究
2007M-06 佐藤一彦
埼玉大学院
TRIUMF 高圧 µSR による強相関電子系の研究
( 理工 )
2007M-07 杉山 純
豊田中央研究所 TRIUMF NaxCoO2 の全領域状態図の作成
2007M-08 竹下聡史
KEK-IMSS
TRIUMF 擬一次元導体 β - バナジウムブロンズ系の基底状
態
2007M-09 髭本 亘
JAEA-ASRC
TRIUMF f 電子系における多極子の静的・動的性質の研究
2007M-10 髭本 亘
JAEA-ASRC
TRIUMF 反転対称性を持たない超伝導体の新奇な性質の解
明
2007M-11 足立 匡
東北大学院 ( 工 ) PSI
ホールドープ型高温超伝導体 La2-xSrxCuO4 におけ
る不純物が誘起した磁気秩序の µSR による研究
2007M-13 菊池彦光
福井大学院 ( 工 ) PSI
ギャップレス S=1 結合交替反強磁性鎖の動的性質
2007M-14 久保謙哉
ICU（教養）
PSI
リン酸カルシウム中の正ミュオンの挙動
2007M-15 小島憲道
東京大学院
PSI
鉄混合原子価錯体 (n-CnH2n+1)4N[FeIIFeIII(dto)3] (dto
( 総合文化 )
= C2O2S2) における強磁性状態と新奇な電荷移動相
転移の µSR 測定
2007M-16 小堀 洋
千葉大学 ( 理 ) PSI
µSR から観た充填スクッテルダイト系の特異物性
2007M-17 後藤 貴行
上智大学 ( 理工 ) PSI
スピンギャップ固溶系における磁気秩序と量子臨
界異常
2007M-18 下村浩一郎 KEK-MSL
PSI
負 µSR 法を用いた酸化物半導体中の窒素不純物の
研究
2007M-19 杉山 純
豊田中央研究所 PSI
擬１次元系コバルト酸化物の高圧 µSR 測定
2007M-20 鈴木 博之
物質材料研究
PSI
新奇強磁性体 CuCrZrS4 の µSR による研究
機構
2007M-21 中野岳仁
大阪大学院 ( 理 ) PSI
ゼオライト A 中のカリウムクラスターの強磁性の
µSR による研究
2007M-22 髭本 亘
JAEA-ASRC
PSI
ミュオンナイトシフトの角度依存から探る四極子，
八極子及び十六極子の性質
2007M-23 持田 智行
東邦大学
PSI
9- ヒドロキシフェナレノン類におけるプロトンダ
イナミックスの µSR による研究
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表2

平成 19 年度後期ミュオン共同利用実験申請課題一覧

課題番号
実験責任者 所属
2007M-24 門野良典
KEK-IMSS
2007M-25 鄭旭光

佐賀大学 ( 理工 )

2007M-26 鄭旭光
2007M-27 中野岳仁

佐賀大学 ( 理工 )
大阪大学院 ( 理 )

2007M-28 松 田 恭 幸 / RIKEN・
三宅康博
KEK-IMSS
2007M-29 菊池 彦光
福井大学院 ( 工 )
2007M-30 持田智行

東邦大学

2007M-31 足立 匡

東北大学 ( 工 )

2007M-32 三原基嗣

大阪大学院 ( 理 )

2007M-33 P.Strasser

KEK-IMSS

2007M-34 榎本真哉

東京大学院
( 総合文化 )
JAEA-ASRC

2007M-35 大石一城

2007M-36 篠原 厚

施設名
実 験 課 題 名
RIKEN RAL 次世代 µSR 実験のための新しい TDC およびデー
タ収集システムの開発
TRIUMF
新幾何学的フラストレーション物質 M2X(OH)3
(M= 磁性イオン , X= ハロゲン ) の µSR 研究
TRIUMF
磁性ナノ粒子のスピンダイナミックス研究
RIKEN RAL ゼオライト A 中のルビジウムクラスターの強磁
性の µSR による研究 .
RIKEN RAL Nd0.5Sr0.5MnO3 薄膜中の µSR 研究／超低速ビー
ムラインのアップデート
RIKEN RAL フラストレート三角格子反強磁性体 HCrO2 の磁
気秩序
RIKEN RAL 9- ヒドロキシフェナレノン類におけるプロトン
ダイナミックスの µSR による研究
RIKEN RAL Bi-2201 系高温超伝導体における不純物誘起磁
気相関の µSR による研究
RIKEN RAL ミュオンで探る WO3 中水素の電子構造と動的性
質
PSI
M u o n Tr a n s f e r S t u d i e s i n S o l i d D 2 w i t h
Implanted Alkali and Alkaline-earth Ions.
RIKEN RAL (C5H11)4N [FeIIFeIII(C2S2O2)3] における µSR を用
いた圧力誘起電荷移動相転移の研究
TRIUMF
重い電子系 XnMmIn3n+2m における磁性と超伝導の
研究

大阪大学院 ( 理 ) RIKEN RAL ミュオン水素原子からのミュオン転移過程にお
ける分子効果

2007M-37 R.H. Heffner JAEA-ASRC

PSI

量子臨界点近傍における基底状態の競合に関す
る研究
TRIUMF
Ce 化合物における重い電子状態の研究 .
RIKEN RAL µSR による重い電子系物質の量子臨界点近傍の
研究
TRIUMF
高圧 µSR による強相関電子系の研究

2007M-38 大石 一城
2007M-39 大石 一城

JAEA-ASRC
JAEA-ASRC

2007M-40 佐藤 一彦

埼玉大学院
( 理工 )
東北大学院 ( 理 ) RIKEN RAL 結晶場基底状態に軌道自由度を有する強相関立
方晶 Tm、Pr 化合物の µSR による研究
JAEA-ASRC
TRIUMF
反転対称性を持たない超伝導体の新奇な性質の
解明
JAEA-ASRC
TRIUMF
f 電子系における多極子の静的・動的性質の研究

2007M-41 高木 滋
2007M-42 髭本 亘
2007M-43 髭本 亘
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ン触媒核融合（1 課題）、ミュオン原子 X 線（１課
題）、ミュオン原子物理（1 課題）、超低速ミュオン

理化学研究所

発生開発（1 課題）、ミュオン実験データ取得シス

仁科加速器研究センター
理研 -RAL 支所ミュオン施設 報告

テム開発（1 課題）であった。
（４）理研シンポジウム「理研 -RAL 支所ミュオン
施設におけるミュオン科学研究（2007）」（次項に

松崎

禎市郎

プログラム掲載）が 7 月 23 日、24 日に開催され、
約 80 名の参加者があった。理研 -RAL 支所ミュオ

（理化学研究所 仁科加速器研究センター） ン実験施設で実施した 28 件のミュオン実験課題の
成果報告と 4 つの招待講演があり、活発な議論が
展開された。
（１） ISIS 加速器施設シャットダウン終了と陽子
ビーム強度増強
RAL の ISIS 加速器施設では、第 2 中性子実験施

（５）2007 年 10 月以降のビ−ムタイム
サイクル 2007/1：

設建設が最終段階に入っている。第 2 中性子実験
施設への陽子ビームライン、陽子シンクロトロン

2007 年 10 月 2 日 − 11 月 1 日 （29.6 日）
サイクル 2007/2：

の RF 加速空洞、パルスキッカー電磁石およびセプ

2007 年 11 月 13 日 − 12 月 13 日 （30.6 日）

タム電磁石が設置された。8 月中旬から 300 µA へ
の陽子ビーム増強運転に向けた加速器調整が行われ （６）次回のミュオン実験課題募集は、2008 年 1
る。
（２）陽子ビームラインの四重極電磁石（EQ45）と
ミュオン生成標的

月下旬頃開始予定である。
以上
		

理研 -RAL ミュオン施設のミュオン標的下流部の
3 連四重極電磁石とスクレーパーの交換作業が完了
した。ミュオン生成標的は 10 mm 厚さ（2 個）と
3 mm 厚さ（1 個）の炭素標的システムが設置された。
2007 年 10 月から 10 mm 標的を使ったミュオ
ン実験が再開される。
（３）理研 -RAL 支所ミュオン実験課題採択委員会
理研 -RAL 支所ミュオン施設の仁科加速器研究セ
ンターへの所属変更に伴い、実験課題採択委員会
(PAC) の形態も変化した。仁科加速器研究センター
で実施する原子核物理以外の「非核実験研究分野」
（原子物理、化学、物性、材料、生物、医学等）と「ミュ
オン科学研究分野」を統合した PAC(ML-PAC) を設
置した。第 1 回 ML-PAC は 2007 年 2 月 1 日に開
催されたが、ISIS 加速器施設シャットダウンのため
ミュオン実験課題の募集や審査は行わなかった。
第２回 ML-PAC は 7 月 25 日、26 日に開催され、
ミュオン実験課題（26 課題）が審査された。ミュ
オン実験課題は、ミュオン物性（21 課題）、ミュオ
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RIKEN Symposium
「Muon Sciences at the RIKEN-RAL Muon Facility 2007」
Date：		

23rd July 2007 (Mon.) 9:50-18:05,

24th July 2007 (Tue.) 9:30-17:00

Place: 		

RIBF Conf. Hall, RIKEN Nishina Center, RIKEN, Wako

Hosted by:

RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science

Supported by： Japan Physical Society, Society of Muon and Meson Science of Japan
23rd July (Mon.)

Kenichi Hachitani, You Kohori (Chiba Univ.)

Greetings

(8) R294: µSR Studies of Sulfospinel CuCrZrS4

Yasushige Yano（Director of Nishina Center）

Takao Furubayashi, Hiroyuki Suzuki (NIMS)
(9) R292: µSR Study of Muonium in

【Material Sciences】

Calciumphosphate

(1) R284: Precise Measurements of the Cu-Spin
Dynamics in La2-xSrxCuO4
Isao Watanabe (RIKEN)
(2) R276: µSR Study of the Localized Spin Triplets

Kenya Kubo (ICU)
(10) R261: RF-Resonance Spectroscopy of Shallow
Muonium in Wide Gap Semiconductor
Koichiro Shimomura (KEK)

in Tl1-xKxCuCl3

(11)R254: Impurity effect on spin correlations in

R287: µSR Study of the Randomness Induced New

electron-doped Pr1-xLaCexCu1-yZnyO4

Magnetic Phase in Tl(Cu1-xMgx)Cl3

R268: Effect of Magnetic Impurity on Static Spin

Takao Suzuki (RIKEN)

Correlations in Electron-Doped Pr1-xLaCexCu1-yNiyO4

(3) R259: Investigation of the Magnetic Order in
CaRuO3 and CaRu1-xMxO3 (M=Fe, Mn, Ga)
Yoshio Kobayashi (RIKEN)
(4) R297: µSR Studies of the Ground State of a New
Spin-Ladder Material

Masaki Fujita (IMR, Tohoku Univ.)
(12)R289: Magnetic Ordering in Solid Solution of
Two Spin-Gap Systems
Takayuki Goto (Sophia Univ.)
Invited Talk: Enhancing Magnetoelectric Coupling

Koichi Katsumata, Akiko Kikkawa (RIKEN)
(5) R263: Magnet ic State in Lightly Doped
Ca2-xNaxCuO2Br2 Probed by µSR
Jun Akimitsu (Aoyama Gakuin Univ.)

by Ga Doping in YMnO3
A.A. Nugroho（ITB, Indonesia)
(13)R278: Magnetism of the Charge Transfer
Phase Transition in the Series of

[FeIIFeIII(dto)3]

(6) R260: µSR Study on Magnetic Property of an

Complexes

Organic Conductor α -(BETS)2I3

R319 Study on the Ferromagnetic and Charge

R277: Magnetic Properties of an S=1/2 Quantum

Transfer Phase Transition in

Spin System on a Kagome-Lattice Cu-titmb

(dto =C 2 O 2 S 2 ) Complexes by Means of Muon

R288: Magnetic Properties in a Spin-Singlet

Spectroscopy

[Fe II Fe III (dto) 3 ]

Pd(dmit)2 Salts Having Impurity-Induced Effect in a

Norimichi Kojima, Masaya Enomoto,

Spin-Peierls Compound TiOBr

Noriyuki Kida(Univ. of Tokyo)

R304: Impurity-Induced Effect in a Spin-Peierls

(14)R255: µSR studies of Potassium Clusters in

Compound TiOBr

Zeolites

Seiko Kawamura (Ochanomizu Univ.)
(7) R250: µSR Study of Ferromagnetic Filled
Skutterudite Compound SmFe4P12
R265: µSR Study of Filled Skutterudite System
Sm(Ru,Fe,Os)4P12

「めそん」No.26, 2007 年

R280: µSR Study of Potassium Clusters in Zeolite
FAU
Takehito Nakano, T.C. Duan (Osaka Univ.)
(15)R279: µSR Studies on Single-Chain Magnets
Hitoshi Miyasaka (Tohoku Univ.)
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24th July (Tue.)
【Material Sciences】

【Nuclear Physics】
(1) R245: The (tµ - ) Thermalization in Solid T 2

(16)R271: Investigation of CDW or SDW in K metal

Studied by t-t µCF and Muon Transfer Process

R299: Investigation of CDW in K metal

R257: Anomalous Temperature Dependence of

Haruhiko Suzuki, Yue Xue (Kanazawa Univ.)
(17)R253: µSR Study of the Impurity Effect on the

Muon Transfer Rate in Solid T2 Studied by t-t µCF
Teiichiro Matsuzaki (RIKEN)

Magnetic Ground State in Both Hole-Doped and

(2) R273: Muon Catalyzed Fusion in D2(ortho)/T2

Electron-Doped High-Tc Superconductors

and D2(para)/T2

R266: µSR Study of the Impurity Effects on the Cu-

Katsuhiko Ishida (RIKEN)

spin Fluctuations in the Electron-Doped High-T c

(3) Muon Catalyzed fusion in Gas/Liquid/Solid

Superconductors

Deuterium under Controlled 0rtho-Para Ratios

R267: µSR Study on the Dynamical Stripe

Hiroshi Imao (RIKEN)

Correlations and the Quantum Critical Point in

( 4 ) R 2 4 8 : M u o n Tr a n s f e r R e a c t i o n i n Pu r e

La2-xSrxCuO4

Hydrogen with Implanted Argon Ions

Yoji Koike, Tadashi Adachi, Risdiana
(Tohoku Univ.)
Invited Talk: Vortex Structure and Dynamics in BiBased Superconductors with Strong Point Disorder
Darminto (ITS, Indonesia)

Patrick Strasser (KEK)
Invited Talk: Reanalysis of muonic 90Zr and 208Pb
Akihiro Haga (RCNP)
(5) R0: Progress of the Muon Lifetime Measurement
Dai Tomono (RIKEN)

(18)R264: Magnetism of Edge-State Spins in
Nanographite

Concluding Remarks

R291: Gas-Adsorption Effect on Magnetism of

Teiichiro Matsuzaki

Edgestate Spins in Nanographite

(Director of the RIKEN-RAL Branch)

Toshiaki Enoki, Kazuyuki Takai,
Katsunori Takahara (TITEC)

【Poster Session】

Invited Talk: Future (and present) Studies in

R270: Proton Conducting Polymer

Muonium Chemistry with Pulsed Lasers

R298: Muon Diffusion in Lithium Battery Materials

Don Fleming (UBC, Canada)
(19) R272: Source of Low Energy Muons with 10

Jun Sugiyama, Kazuhiko Mukai, Yutaka Ikedo
(Toyota Central R&D Lab.)

ns Pulse Duration for µSR Studies
Pavel Bakule (RIKEN)

Secretary:

(20) R285: µSR Studies in a Thin Nd0.5Sr0.5MnO3

Isao Watanabe

Film

(Advanced Meson Science Laboratory

Yasuyuki Matsuda (RIKEN)

RIKEN Nishina Center)

(21) R244: Electron Transfer and Molecular
Dynamics in DNA
Eiko Torikai (Yamanashi Univ.)
(22) R293: µSR Studies of Cyanide-bridged
Molecular Magnets
F.L. Pratt (RAL)
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日本原子力研究開発機構

J-PARC ミュオン科学施設

先端基礎研究センター 報告

ワーキンググループ報告



髭本

亘
三宅

（日本原子力研究開発機構
先端基礎研究センター）
2007 年 3 月 ま で グ ル ー プ リ ー ダ ー を 務 め た

康博

（KEK ミュオン建設グループ）
平成 18 年 12 月に MLF 建家の建設が終了した。

R.H.Heffner の帰国に伴いグループの改組が行われ、

本年度の大きなマイルストーンは、M1、M2 ライ

4 月より我々のグループは「アクチノイド化合物磁

ンの上部に設置される 3500 トンの NM トンネル

性・超伝導研究グループ」（リーダー・芳賀芳範） ブロックの搬入設置が平成 19 年 6 月半ばから予定
として新たにスタートした。µSR グループはグルー

されている事である。天井ブロックが一旦設置され

プ内のサブグループとして存在し、髭本および博士

てしまうと、クレーン等のアクセスがなくなるため

研究員（大石）、特別研究生（伊藤（東工大））によ

に、重量物の移動もさることながら、ありとあらゆ

り構成され、これまで同様の活動を行っている。ま

る M2 ライン内作業に支障をきたしてしまう。従っ

た来年度の博士研究員 1 名の募集を行っている（9

て、ここ数ヶ月は、電磁石、ケーブルつなぎ込み真

月 21 日締め切り）。

空引き等の M2 ライン内での諸作業を急ピッチで

J-PARC 関連では、ビームライン用電磁石（写真）、 完了させなければならないというお尻に火がついた
電磁石電源、キッカー用電源、ブロッカー等の機器

日々の連続であった。図 1 に、最近の M2 ライン

製作が完了し、現在はキッカー本体の製作などを

の写真を示す。

行っている。これらの機器はミュオン科学実験施設
の崩壊表面ミュオンラインの下流部の分岐として設
置される予定であり、来年度の運用開始を目指して

１） 電磁石の設置
河村等を中心に、M ２ライン、１次ラインの電
磁 石 QM1、QM2、QN1、QN2、QN3、QN4 の ６

いる。

台の四重極電磁石、XY22、XY23 のステアリング
電磁石並びに、DQ1 - 3、SQ1 - 3 のトリプレット
電磁石、DB1、SB1 の偏極電磁石の組み立て、搬入、
設置が完了した。
２）電源の設置とケーブリング
藤森等を中心に、サイリスタ電源：QN1 (1200A
140V), QN2 (1200A 140V), QN3 (1200A 140V)
スイッチング電源：QN4 (630A 190V), QM1 (600A
150V), QM2 (600A 150V)
バ イ ポ ー ラ 電 源：X22 (520A 20V), Y22 (520A
20V), X23 (220A 20V), Y23 (220A 20V) 等の電源
を設置した。引き続き、絶縁のテストおよびインタ
ロック（負荷温度、負荷流量、電源温度、電源流
量）のテストを実施し、異常がないことを確認後通
電）の後、当該電磁石電源の調整、電流安定度測定
および長時間通電（8 時間）を行った。電流安定度
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図１

2007 年７月 10 日現在の M2 ライン。生成標的の周りに

ミュオン WG メンバーが集っての記念写真
（8 時間）は定格の 50%（100%は工場内にて検査） 2, 3 参照 )
は 5 × 10-5 以内であった。長時間運転は異常なし

３）幸田、竹下、加藤を中心にピローシールの組み

（スイッチング電源において、通電開始後 2 時間程

立て、設置を完了し、ついに、M2 ライン内真空が

度は電源の音（摺動音）が大きかったが、次第に治

つながった。大きなリークはなく、真空内の機器か

まった→スイッチング電源の宿命らしい）。冷却水

ら脱ガスが多いが、目標である到達真空度は

温度上昇および流量については入水温が 27℃と若

10-4Pa を達成した。（祝）

干低めだったが、概ねスペック通りの結果を得た。 ４）ストラッサーを中心に、FL 4m の位置におよそ、
電力ケーブルの温度は中間地点が比較的高く、最高

150 個の蓋遮蔽体を搬入した。このうち、60 個に

は QN3 電源の電力ケーブルの 36.3 度であった。( 図

図３
図２
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通電中の電磁石

ケ ー ブ ル 貫 通 口（55 穴 ） を 経 由 し た

600Sq のケーブルの敷設を完了した。
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対しては、追加工を要したが、無事、NM トンネル

3500 トンの上部コンクリート遮蔽が今まさに設置

ブロック設置前に真空機器の設置が終了した。

されようとしており、M2 トンネルを見渡せる最後

５） 牧村を中心にキャスクの搬入、組み立てを行っ

の機会であった。

た。引き続き、標的、スクレーパ、ピローシール、
プロファイルモニターに対して、キャスクを用いた
オフラインコミッショニングを行った。( 図４参照 )

図5

超伝導ソレノイド移動台車。

く終了した。（図 5 参照）

図６

M2 ラインを見る会（7 月 17 日、写真提供：

８）「M2 トンネルを見る会」

運営支援セクション）

図4

標的、スクレーパ、ピローシール、モニ

ター等の高度に放射化されるコンポーネントのメ
ンテナンスに用いられるキャスクの写真。
６） M1 ＆ M2 ラインの空冷装置の設置が完了した。
天井部の NM トンネルブロックが設置されていな
い状態ではあったが、試運転も無事終了した。
７）下村を中心に、超伝導ソレノイド電磁石を実験
ホールからトンネルに挿入するための超伝導ソレノ
イド移動台車の搬入、設置、試運転がとどこおりな

M2 ラインを構成するピローシール等の種々のコ
ンポーネントのつなぎ込みが一段落し、顕著なリー
クもなく、当初の目標である 10-4Pa の M2 ライン
真空度を達成できた。7 月 17 日に、このことを
記念して「M2 トンネルを見る会」が開催された。
J-PARC センタ−長、副センタ−長、物構研所長を
始め、中性子源、契約でお世話になった関係者を
含めて 30 名余の参加を賜ることができた。総重量
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22pWH-5 µSR 法で見たパイロクロア酸化物超伝導

国内学会、国際会議発表情報
（～ 2007 年 9 月）

体 KOs2O6 の異方的超伝導 IV
KEK 物 構 研 A、 総 研 大 B、 原 研 C、McMaster 大 D、

【国内学会】

東大物性研 E、岡山大 F
門野良典 A,B、幸田章宏 A,B、佐藤宏樹 B、

「日本物理学会第 62 回年次大会」
9 月 21 日

竹下聡史 A、大石一城 C、髭本亘 C、S.R. シャハ D、

21aWG-1 µSR で見た CeCu2Si2 単結晶の磁性と超

米澤茂樹 E、山浦淳一 E、広井善二 E、村岡祐治 F

伝導
原子力機構先端研 A, 東工大理 B, LANLC
A

A

髭本亘 , 大石一城 , 伊藤孝
A

松田達磨 , 芳賀芳範

9 月 23 日

A,B

A,C

, Robert H. Heffner ,

A

23pWH-8 コバルト酸化物の µSR XXI：
KxCoO2(x~0.5)
豊田中研 A、TRIUMFB、PSIC、CNRS BordeauxD

21aWH-4 局 所 磁 場 分 布 か ら 見 た 擬 一 次 元 導 体

杉山純 A、池戸豊 A、野崎洋 A、向和彦 A、

b-Na0.33V2O5 の基底状態

P.L. RussoB、D. AndreicaC、A. AmatoC、

高エ機構物構研 A、総研大 B、徳島大 C、

M. BlangeroD、C. DelmasD

東大物性研 D
竹下聡史 A、佐藤宏樹 B、幸田章宏 A,B、門野良典 A,B、 23pWH-14 中性子散乱による LiCoO2 の磁気相関
田邉正芳 C、大野隆 C、山内徹 D、植田浩明 D、

東大物性研 A、豊田中研 B、CNRS BordeauxC

上田寛 D

飯田一樹 A、佐藤卓 A、池戸豊 B、野崎洋 B、原田雅史 B、
杉山純 B、M. MenetrierC、C. DelmasC

21aPS-23 µSR からみた頂点塩素系銅酸化物
Ca2-xNaxCuO2Cl2 におけるホール濃度 1/8 近傍での

23pXB-2 ミュオンで探る半導体電気伝導性の研究

Zn 置換効果Ⅱ

KEK ミュオン

A

B

総研大 、高エ機構物構研 、京大化研

下村浩一郎

C

佐藤宏樹 A、竹下聡史 B、幸田章宏 A,B、門野良典 A,B、 9 月 24 日
山田幾也 C、岡研吾 C、東正樹 C、島川祐一 C、
高野幹夫

C

24aXA-3 充填スクッテルダイト化合物 SmRu4P12
の磁場中 µSR
東工大理 A、原子力機構先端研 B、LANLC、

9 月 22 日

埼玉大院理工 D、徳島大総科 E、首都大理工 F

22aWG-10 コバルト酸化物の µSR XX：擬 1 次元

伊藤孝 A,B、髭本亘 B、大石一城 B、藤本達也 B、

系 Ca3CoMO6 (M = Ir, Rh, Sc)

R.H. HeffnerC、西田信彦 A、佐藤一彦 D、菅原仁 E、

豊田中研 A、TRIUMFB、

青木勇二 F、菊地大輔 F、佐藤英行 F

CRISMAT-CNRS/ISMRA CaenC
野崎洋 A、池戸豊 A、向和彦 A、杉山純 A、
B

B

B

G.D. Morris 、E.J. Ansaldo 、J.H. Brewer 、
C

C

24pTR-3 超プロトン伝導体 CsHSeO4 の中性子準弾
性散乱測定
豊田中研 A、東大 B、摂南大 C

S. Hebert 、A. Maignan

池戸豊 A、野崎洋 A、原田雅史 A、杉山純 A、佐藤卓 B、
22aXA-12 µSR による Ce2Rh(In,Sn)8 のナイトシフ

松尾康光 C

ト測定
原子力機構先端研 A、LANLB、東工大理 C、
D

E

F

TRIUMF 、Inha 大 、UCR

24pYF-11 オルソ・パラ重水素を用いた非平衡状
態 D2/T2 中のミュオン触媒核融合

大石一城 A、R.H. HeffnerA,B、伊藤孝 A,C、髭本亘 A、 理研 A、高エ研 B、UC RiversideC
G.D. MorrisD、N. HurE、E.D. BauerB、J.L. SarraoB、 石田勝彦 A、松崎禎市郎 A、松田恭幸 A、岩崎雅彦 A、
J.D. ThompsonB、D.E. MacLaughlinF、L. ShuF
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今尾浩士 A、河村成肇 B、永嶺謙忠 A,B,C
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「技術情報協会セミナー」

【国際会議】

8 月 28 日

ミュオン素粒子でみたリチウムイオン蓄電池材料の 「International Conference on Strongly Correlated
物性

Electron Systems (SCES'07)」

豊田中研 向和彦

5 月 14 日
PS I-86 Influence of self-irradiation on superfluid

「J-PARC/MLF 利用者懇談会設立記念講演会」

density in superconducting PuCoGa 5 probed by

9月7日

muon spin rotation

ミュオン産業利用

JAEA-ASRCA, LANLB, Tokyo Tech.C, TRIUMFD, LLNLE,

豊田中研 杉山純

UCRF
K. OhishiA, R.H. HeffnerA,B, T.U. ItoA,C,
W. HigemotoA, G.D. MorrisD, E.D. BauerB, M.J. GrafB,

「2007 年電気化学秋季大会」
9 月 19 日

J.-X. ZhuB, L.A. MoralesB, J.L. SarraoB, M.J. FlussE,

Li[LixMn2-x]O4 における局所ヤーンテラー歪み

D.E. MacLaughlinF, L. ShuF

豊 田 中 研 A、 大 阪 市 立 大 学 B、 理 研 C、PSID、
TRIUMFE、UBCF
A

5 月 17 日
A

A

B

B

向和彦 、池戸豊 、杉山純 、有吉欽吾 、小槻勉 、 PS III-41 Local magnetic state of SmRu4P12 in low
鈴木栄男 C、渡邊功雄 C、D. AndreicaD、A. AmatoD、 applied field
P.L. RussoE、E.J. AnsaldoE、J.H. BrewerE,F

Tokyo Tech.A, JAEAB, Saitama Univ.C,
Univ. TokushimaD, Tokyo Metro. Univ.E

「2007 日本放射化学会年会・第 51 回放射化学討論

T.U. ItoA,B, W. HigemotoB, K. OhishiB, T. FujimotoB,

会」

R.H. HeffnerB, N. NishidaA, K. SatohC, H. SugawaraD,

9 月 24 日

D. KikuchiE, Y. AokiE, H. SatoE

1P10 リン酸カルシウム中のミュオニウム
ICUA、理研 B、KEKC
A

「14th International Symposium on Intercalation
A

B

久保謙哉 、角山智子 、渡邊功雄 、西山樟生

C

Compounds」
6 月 12 日
Micro-and Macroscopic Magnetism on Layered
Cobalt Dioxide LixCoO2(0.1<x<1)
豊 田 中 研 A, 大 阪 市 立 大 学 B, PSIC, TRIUMFD, UBCE,
Univ. AlbertaF
向和彦 A, 池戸豊 A, 野崎洋 A, 杉山純 A, 有吉欽吾 B, 小
槻勉 B, D. AndreicaC, A. AmatoC, P.L. RussoD,
E.J. AnsaldoD, J.H. BrewerE, K.H. ChowF,
6 月 12 日
Magnetism on Lithium Battery Materials
Li[LixMn2-x]O4（0<x<1/3）
豊田中研 A, 大阪市立大学 B, 理研 C, PSID, TRIUMFE,
UBCF, Univ. AlbertaG
向和彦 A, 池戸豊 A, 野崎洋 A, 杉山純 A, 有吉欽吾 B, 小
槻勉 B, 鈴木栄男 C, 渡邊功雄 C, D. AndreicaD,
A. AmatoD, P.L. RussoE, E.J. AnsaldoE, J.H. BrewerF,,
K.H. ChowG
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「International Conference on Muon Catalyzed
Fusion and Related Topics (µCF-07)」
6 月 18 日
Muon Catalyzed d-t Fusion in Non-equilibrated
Mixtures of T2 with Normal, Ortho and Para-rich D2
RIKENA, KEKB, U. CaliforniaC, JAEAD, AISTE, RALF
K. IshidaA, T. MatsuzakiA, H. ImaoA, Y. MatsudaA, M.
IwasakiA, K. NagamineA,B,C, N. KawamuraB, M. KatoB,D,
H. SugaiD, A. UritaniE, H. HaranoE, T. MatsumotoE,
G.H. EatonF
6 月 20 日
Recent Progress in Muon Beam Development for
Advanced Muon Catalyzed Fusion
KEKA, RIKENB, UC RiversideC
K. Nagamine A,B,C
「4th European Conference on Neutron Scattering」
6 月 25 日
Magnetic Order in a Metallic Ag2NiO2
豊田中研 A, PSI B, 東大物性研 C
野崎洋 A, 杉山純 A, M. JanoschekB, B. RoessliB,
V. PomjakushinB, L. KellerB, 吉田紘行 C, 広井善二 C
「Ninth International Workshop on Neutrino
Factories, Superbeams and Betabeams」
8月8日
Muon Application to Nano- and Bio-Sciences
KEKA, RIKENB, UC RiversideC
K. NagamineA,B,C
Muon Beam and Applications: Muon at RIKEN-RAL
RIKEN K. Ishida
「The 8th International Conference on
Spectroscopies in Novel Superconductors
(SNS2007)」
8 月 23 日
PC-40 The µSR study of flux line lattice state in
electron-doped cuprate Sr1-xLaxCuO2
総研大 A, 高エ機構物構研 B, 京大院理 C, 東大新領域 D
佐藤宏樹 A, 竹下聡史 B, 幸田章宏 A,B, 門野良典 A,B,
石田憲二 C, 卞舜生 D, 笹川崇男 D, 高木英典 D
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国内、国際会議カレンダー
（2007 年 9 月〜）

日時
【2007 年】

9/21 – 24

会議の名称・開催場所・URL
日本物理学会第 62 回年次大会、北海道大学

9/25 – 29
		
		

7th International Symposium on Crystalline Organic Metals,
Superconductors and Ferromagnets (ISCOM2007), Peniscola, Spain,
URL: http://www.icmol.es/iscom2007/

9/26 – 30
		
		

International Conference on New Quantum Phenomena in Skutterudite
and Related Systems, Kobe, Japan,
URL: http://www.org.kobe-u.ac.jp/skut/skut2007/index.html

【2008 年】 3/5 – 7
		
		
3/23 – 26

International Symposium on Pulsed Neutron and Muon Sciences (IPS08),
Mito, Japan,
URL: http://j-parc.jp/MatLife/ja/committees/ips08/circular.htm
日本物理学会第 63 回年次大会、近畿大学

7/?
		

International Conference on Strongly Correlated Electron Systems
(SCES2008), Rio de Janeiro, Brazil

7/21 – 25
		
		

11th International Conference on Muon Spin Rotation, Relaxation
and Resonance (µSR2008)、Tsukuba, Japan,
URL: http://msr08.riken.jp

8/6 – 13
		
		

25th International Conference on Low Temperature Physics (LT25),
Leiden, Netherlands,
URL: http://www.lt25.nl/

9/20 – 23

日本物理学会 2008 年秋季大会（物性）、岩手大学

9/20 – 23

日本物理学会 2008 年秋季大会（素・核・宇）、山形大学

ミュオン施設プロポーザル募集予定
理研 -RAL ミュオン施設 年 2 回募集
プロポーザル締め切り：2008 年 2 月下旬予定、課題審査会：2008 年 3 月下旬開催予定
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 10 月 16 日、課題審査会：11-12 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（テレビ会議可））
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/
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お知らせ

日本中間子科学会事務局からのお知らせ
・2007 年度会費納入のお願い
日本中間子科学会会員各位におかれましては、2007 年度の会費を未納の場合は、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

３, ０００円

学生会員

１, ５００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いただくか、或いは指定の銀行口
座にお振り込み下さい。（なお振込手数料は各自でご負担頂くようお願い申し上げます。銀行振
込みの場合は振り込み後事務局までメールでお知らせください。）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。
【郵便局】		

【銀

行】

口座番号

：00130-0-355770		 口座種類・番号：（普）4135827

口座名義

：日本中間子科学会		 口座名義

：日本中間子科学会

加入者振込局：和光郵便局		 銀行・支店名 ：埼玉りそな銀行

和光支店

・総会開催のお知らせ
日本物理学会第 62 回年次大会期間中に、北海道大学 ZB 会場にて、総会を開催します。
J-PARC の建設状況、RIKEN-RAL や日本原子力研究開発機構先端研の状況等についての情報交換
を行いますので、入会希望の方もお誘い合わせの上御参集下さい。
なお、当日は本機関誌を御持参下さい。
日程および場所
・日本中間子科学会総会（北海道大学 札幌キャンパス）
9 月 22 日（土） 18:00 〜 20:00
予定議題

ZB 会場

・活動報告
・高エネ機構、理研、原子力機構先端研からの報告
・今後の活動計画
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・会員登録変更届提出のお願い
本会に入会御希望の方、所属、電話番号等の連絡先に変更のある方、あるいは卒業等で登録を
抹消される方（この場合は指導教官等代理人も可）は、以下の会員登録変更届を連絡会事務局ま
で御送付ください。
宛先：〒 351-0198 埼玉県和光市広沢 2-1
理化学研究所

仁科センター

岩崎先端中間子研究室

日本中間子科学会事務局
FAX

048-462-4648 （TEL 048-467-9353）

日本中間子科学会

会員登録変更届

新規・変更・抹消 （いずれかを○で囲んでください）

ふりがな

会員名：

官職・役職・学年：

所属：

連絡先住所：〒

TEL：

FAX：

e-mail：

専門分野：

生年月日：

所属学会等：
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お知らせ

編集部からのお知らせ

「めそん」への投稿
「めそん」は日本中間子科学会の機関誌で、科学会、

「めそん」の原稿
「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

情報の提供を目指すとともに、会員相互の情報交換

出力をそのままオフセット印刷で発行しておりま

の場としても積極的に活用していただくことを目標

す。そこで原稿作成に際しては次の諸点に御留意く

にしております。

ださい。

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
予定）

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

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情報を「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、発表を予定しておられる会合名
等の情報（発表日時、場所）を明記して「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＞
µSR2008 が来年つくばで開催されます。私は 3 年半前までつくばに住んでおりましたが、転居した直
後につくばエクスプレスが開通し、特に駅周辺は大きく様変わりしました。しかし一歩奥へ入ると謎のロ
ケットやら得体の知れぬ研究機関やらが立ち並び、奇妙な対比を示している街であることは変わりありま
せん。果たして外国からの参加者にはつくばはどのように写るのか興味深いところです。
編集部は任期 2 年でしたが、全員留任し第 2 期として引き続き担当させていただきます。今後ともよ
ろしくお願いいたします。また、今回からレイアウト等は理化学研究所の松崎さんと石田さんに担当して
いただいております。（ＷＨ）
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