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KEK-MSL において 27 年の長きに渡り使用されてきた超伝導ソレノイド磁石が
J-PARC-MLF に搬送され、挿入された (2008 年 1 月 15 日 )。東海の地において再び
活躍することになる。なお放射化物であるため周囲は一足先に管理区域設定された。
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議事録

も検討の余地あり。
３、各委員会報告

日本中間子科学会総会議事録

３－１、運営委員会報告（西田）（9 月 1 日議事録
を席上配布）
・J-PARC の 2 期計画の再考を、利用者協議会にお
いて求められる。各コミュニティーの総意をまとめ
ることが必要。
・J-PARC においてどのようなビームラインが必要
であるか。また J-PARC だけでなく、理研 RAL、阪大、

第 1 回総会議事録
日

時：2007 年 9 月 22 日

場

所：北海道大学

18:00-20:30

日本物理学会ＺＢ会場

豊田中研、原子力機構先端研等の計画も含めた議論
が必要。

出席者：足立、池戸、伊藤（厚）、伊藤（孝）、
石田、岩崎、大石、門野、川股、河村（聖）、 ３－２、J-PARC 利用者協議会（7 月鳥養代理出席、
河村（成）、菊池、久野、幸田、

9 月 14 日、鳥養、杉山）

小池（貴）、小池（洋）、小嶋、佐藤、下村、 ・まず利用者協議会の位置付けを検討した。
杉山、鈴木、竹下、鳥養、友野、中原、

・コミュニティー内で、理研等も含めた優先順位の

西田、西山（樟）、西山（澄）、二宮、

議論が要請される。総会において議論との返答。

野末、髭本、平石、松崎、松田、三原、

・9 月にそれぞれのコミュニティーからの返答が求

三宅、宮崎、渡邊（敬称略、あいうえお順） められたが中間子科学会に関しては総会前であり、
具体的な優先順位は提示していない。
１、議長、書記の選出

・J-PARC の運営、特に PAC のあり方を産業界も含

議長に下村、書記に髭本を選出

めて検討していく。
・協議会はコミュニティー間の議論をする場であり、

２、事務局から

最終的な結論は運営会議で決める。

２－１、会計報告（石田）

・2 期計画の中身に対する議論はない。

・9 月 22 日現在の会計を報告、支出としては運営

・中性子においては JRR3 と J-PARC の両方が要る

委員会開催費、印章代、会誌印刷費等。

のだという理解はなされており、優先順位はこれま

・収入より支出が多いが、繰越金により補填。今後

でつけていない、これから議論をしていく。

改善しないと繰越金がなくなるため赤字となり、会

・利用形態、施設利用料、ヘリウム代、消耗品はユー

誌発行が困難になる。

ザー負担の方向で議論されている。

・運営委員会開催時の旅費を会費から払うことを了

・J-PARC の利用の根幹は成果公開か非公開かで分

承。以前は KEK のユーザー組織であったためめそ

かれることになる。成果公開は原則無償、成果非公

んの発行も旅費も KEK で支払っていたが、独立し

開の場合は原則有償。また研究目的か、商業利用か

た組織となったため会による負担の必要がある。運

によっても場合わけされる。

営委員会開催時の旅費に関しては交通費の実費を会

・KEK はこれまでのように旅費、消耗品をカバーす

で負担。基本的に年 2 回程度開催されているため

る意向だが JAEA は必ずしもそうではない。

年間 15 万円程度になる。2 回分は認めることとし、
15 万を上限とする。それを超える場合はなんらか

３－３、J-PARC-MLF 施設利用委員会（岩崎

9月

の工夫をする。

6日

・そもそも運営費が不足しているため会費を集める

・中性子、ミュオン両者の議論をする場である。

努力をする必要がある。法人会員、協賛会員等を募

・PAC の統括としての機能がある。

る、めそんに広告を載せるなどのことを検討する。

・実験費を J-PARC として要求しようとしている。

配布資料あり）

・2009 年度からの会費の値上げ（5000 円程度？） その実験費での旅費負担、建設が妥当かどうかを議
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論する。中性子とミュオンで意見のすりあわせをし

５、主要議題 （配布資料あり）

てほしい。

J-PARC の 2 期計画に関してユーザーとしてどのよ

・会長に山田、副会長に鳥養。幹事会の原案を、山

うにあるのがベストかを議論。また理研 RAL の将

田さんが作り、議論。

来計画に関しても議論の必要がある。

・2 期計画における優先順位についても議論してい
く。

J-PARC の現状（西山）

・中性子側ではα・β方式はとらない。ただし茨城

・第二標的からは最終的には 4 本のビームライン

県は例外である。

が設置される。第一実験室には 29MeV/c の表面

・プロジェクト型研究枠としてβに関しては一応

ミュオンビームを供給する「低速ビームライン」及

残ってはいる。

び 200MeV/c 程度までの高運動量ビームを供給す

・永宮先生への報告会的な意味が強い、実質的なこ

る「高運動量ビームライン」が、また第二実験室に

とは調整会議で議論され、運営会議で決定される。 は表面ミュオン及び 120MeV/c までの正負の崩壊
ただ永宮先生への意思を伝えることはそれはそれで

ミュオンを供給する「汎用ビームライン」および

重要な場である。

keV オーダーの超低速ミュオンビームを供給する
「超低速ビームライン」が計画されている。

３－４、ＭＬＦ利用者懇談会（門野

9 月 7 日）

・現状の KEK の 1 期 2 期計画の紹介

・ＭＬＦのユーザー組織であり、ユーザーからの要 （1 期計画）
望を持ち上げる会として発足。選挙管理委員会によ

汎用ビームラインの紹介

り、幹事の選挙が行われる。幹事にはまず 5 人以

・来年の 4 月もしくは 9 月の完成予定図を提示。

上の会員による推薦が必要。

DAY1 には JAEA，KEK でひとつづつ実験ポートを

・人数比の小さいミュオンの枠が保証されてはいな

つけるがキッカーが無いため振分けは出来ない。セ

いため、事前にミュオン側の意思をまとめておくこ

パレーターは入る。

とは重要である。推薦人については後日検討とする

・JAEA の方はビームスライサーが入るがスライス

（なお立候補者はなし）。

した残りは捨てることになる。またセプタムがない

・ミュオンから幹事がいない場合は PAC や各種委

ためそのスライサーを使って両者にだすようなこと

員などに利用者懇談会からの推薦が必要となるよう

はできない。

な場合はまずい可能性があるが、おそらくそういっ

・DAY1 のビーム強度は不明、来年度の終わりには

た事態は起こらない。最終的には J-PARC 運営会議

100 kW（106 個 /s のミュオンに相当）に挙げたい

で決める。

との要求が中性子からはなされている。なおミュオ
ンの DAY1 は予算の関係で 9 月になる可能性が高

３－４、µSR 国際会議報告（西山）

い。

・招待講演者への依頼

・ユーザーの共同利用の正式な開始は 2009 年度の

・アブストラクト 4 月 11 日締め切り

9 月。ただし中性子は試験供用として来年度 2 ヶ月

・開催費に関しての科研費は採択されず、次の機会

くらいをユーザー利用とする。

に努力するものとする。

・リニアック増強のための建設は平成 22 年から最
優先で行うことが評価委員会で決まった。乗り換え

４、研究施設報告

る際には半年くらいはシャットダウン。

・理研 RAL では 10 月 2 日からサイクル１が始まる

・年間 200 日、5000 時間運転予定。夏に 2 ヶ月く

予定だったが電磁石トラブルのため 10 月 9 日から

らいシャットダウン。

にずれこむ。

・JAEA 設置の実験ポートの利用形態はまだ決まっ

・次のＰＡＣは 3 月の末。2 月末くらいに申請締切

ていない。

予定。

・汎用ラインのアップグレードは順次行う。

・他については「めそん」参照のこと

・スペクトロメーターは当初は既存のものを用いる。
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（2 期計画）

大阪大学計画（久野）

・本来の 2 期計画は汎用ラインの増強、低速ミュオ

・J-PARC-MR においてミュオンを用いた実験を行い

ンライン（４ポート）、超低速ミュオンラインの建

たい。

設を行う計画であった。

・段階的に行う。1 期は阪大核物理センターにおい

・現状の 2 期計画案でも低速と超低速両方を押して

て建設、設置を行い、これを将来的には J-PARC に

いる。低速はひとつのポートのみが含まれる。なお

移設する。

４ポートをつくるのには 20 億くらいかかる。

・阪大にあるものはサイクロトロンなので DC ミュ

・20 年からの概算要求、22 年までになる。

オンが得られることになり、J-PARC と相補的な意

・超低速ビームはビーム幅 10ns、ビームサイズは

味もある。

mm オーダー。低速では表面ミュオンビームを供給、 ・PRISM では偏極度はそれほど高くないが、ビーム
優先順位は？

強度は非常に大きい。エネルギーは 20MeV を使い

・KEK 側としては超低速ミュオンの方が売りがおお

たい。なおエネルギーを下げることはできるが強度

く、優先したいとの考え。世界で J-PARC でしかで

はへる。

きないこととなるとそうなる。その方が予算を取る
上でも説得性がある。外部予算にしても超低速の方

最後に（西田）
コミュニティーとして決断をしなくてはいけない

がとりやすい。
・低速ビームラインは汎用であり、例えば科研費等

時期が明確になったら会員にはメール等で意見を聞

で整備するのに適当ではない。本来は施設で準備す

くとともに、運営委員会において検討を進めていく。

るのがよい。また表面ミュオンを使いたいという
ユーザーは多い。

以上

・ビームラインの建設に関しては MuSAC による議

文責

髭本

論を論拠としている。
・何故低速ラインのポートをひとつしか要求しない
のか？２期計画にすべてを含めて要求した方がよい
のでは？
原子力機構先端研計画（髭本）
・汎用ラインに実験ポートを設置、スライサー等を
有する。
・運用形態は第 3 者設置と J-PARC 設置の２つの可
能性があるが、最終的な結論はえられていない。
理研の将来計画（松崎）
・2010 年の 9 月で 10 年協定が切れる。その後は
まだ公式には決まっていない。
・増強計画の報告、µSR に関してはカウンター、多
重極限、レーザー、パルス電圧、パルス超音波の整
備が来年の夏までに行われていく。
・µSR、超低速ミュオンビーム、µCF、ミュオニッ
クｘ線等の研究が進んでいる。
・インドネシアとの国際協力を結ぶ。アジアの拠点
を目指す。
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4. 事務局の委嘱
本学会事務局が高エネ機構に置かれていた経緯、
新体制でのあり方等や本学会の財政事情等について

運営委員会報告

の意見交換が行なわれ、当座は拠点機関である高エ
ネ機構、理研等の間で持ち回りの分担をし、最も大
きな財政負担である会誌の印刷・発行を事務局が所
属する機関の予算で行なう努力をすることが了解さ
れ、第一期の事務局を理研岩崎先端中間子研が引き
受けることで合意された。なお、事務局の引き継ぎ

第１回運営委員会

議事録

について４月の出来るだけ早期に理研・高エネ機構

開催日時：2007 年 3 月 12 日（月）15:00~18:00

間で打ち合わせを持つ事とした。

場所：高エネ機構東京連絡所（東京都港区虎ノ門）

5. 庶務委員長、会計委員、会誌編集委員長の選任

出席者：秋光、石田、門野、久野、小池、下村、杉

事務局を理研に置く事を受け、松崎、石田両氏に

山、鳥養、西田、西山、髭本、松崎、三宅（委任状

それぞれ庶務委員長、会計委員をお願いし、了承を

による出席：岩崎、永嶺）

得た。また、会誌編集委員長については引き続き髭
本氏に担当して頂くことになった。この際、髭本氏

1. 議長の選出
互選により西田委員を議長に選出した。
2. 運営委員選挙結果の報告
選挙管理委員会より表記結果の報告が行なわれ、

より各委員に対し会誌編集への更なる協力を求める
旨の発言があった。
6. その他
松崎委員より、J-PARC 利用者協議会の委員につ

今期は１５名の運営委員体制で執行部を構成するこ

いて任期（３年）が切れるのを機に委員を交代する

とが確認された。

提案が出された。若干の意見交換の後、産業界から

3. 会長、副会長の選出

の意見が重要視される最近の状況を考慮して、杉山

まず会長について、各委員から久野、鳥養、永嶺、 委員にお願いすることで合意が得られた。（西田委
西田の各氏を推薦する意見が出され、それに対する

員については引き続きお願いすることとした。）

意見交換が行なわれた。その後、無記名による第一

J-PARC 運営体制の議論における MLF の中での

回投票で小池１票、鳥養４票、永嶺５票、西田４票

ミュオンの位置づけ（西山委員）、J-PARC 評価部会

との結果を受け、以後一人が過半数の支持を得るま

への対応状況（西田委員）等の説明が行なわれ、二

で投票毎に最下位票候補を除く候補者について投票

期計画実施に当たっての体制の問題点等について意

を繰り返すというルールで投票を行ない、最終的に

見交換が行なわれた。この際、各委員より「現状で

永嶺６票、西田８票で西田氏が会長に選出された。 は J-PARC ミュオンについての内部情報が委員にほ
（なお、以下も含め、松崎委員は岩崎委員による委
任状を受けて２票の投票権を行使した。）

とんど伝わっておらず、重大な問題が起きた場合に
本学会として適切に対処できないのではないか」と

次に副会長（３名）について各委員から岩崎、久

の不満が多く出され、三宅委員より当面 J-PARC ミュ

野、小池、鳥養、西山の各氏を推薦する意見が出さ

オン建設に関して行なわれている「月例会議」の議

れ、それに対する意見交換が行なわれた。その後、 事録を回覧するよう努力する旨の発言があった。
無記名による３名連記の投票で岩崎１１票、久野１

なお、小池委員より、今回の運営委員選挙に際し

票、小池７票、鳥養１０票、西山１３票との結果を

て投票が８名連記であったことに対し、14 名全員

受け、上位３名である岩崎、鳥養、西山の各氏を副

を連記できるようにしたほうがよいという意見が出

会長として選出した。

され、当該意見の取り扱いを次期選挙管理委員会へ

また、本会に顧問という役職を設け、永嶺氏に就

の引き継ぎ事項とした。

任をお願いしてはどうかという意見が出され、会則
の変更も含め、取り扱いについて議論を継続するこ
ととした。

4

以上
（文責：門野）
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第２回運営委員会
開催日時：
場所：

議事録

2007 年 9 月 1 日（土）13:00-16:30

理化学研究所東京連絡事務所（東京都千代

田区丸の内 3-3-1）

ブルパルスで実験を行うのでは µSR の時間分解能
が非常に悪いのではないかとの危惧が示された。原
子力機構先端研ビームポートには立ち上がり 20ns
のビームスライサーを入れて、30ns 幅のシングル

秋光、石田、岩崎、門野、小池、下村、 パルスビームを出す予定がある。強度はスライスし

出席者：

杉山、鳥養、永嶺、西田、西山、髭本、松崎、三宅

た分落ちる。

１．将来計画

・RAL とのビーム強度の比較
3GeV 陽子ビーム強度の年次予定によれば強度が

鳥養委員より、7 月の利用者協議会の場で永宮

RAL と並ぶのは公称では 2010 年のどこかである

J-PARC センター長より各コミュニティで２期計画

が、このとおり行くかどうかは何とも言えない。建

の進め方（目標、必要性、緊急度）をまとめるよう

設が完了していない時点での放射化を避けるため大

にとの宿題が出た経緯の説明があった。利用者協議

強度運転には慎重となる可能性もある。実験利用の

会への要請が変わって来ており、以前は報告・連絡

面では、実験設備の整備状況、ビーム性質なども考

の場であったのが、コミュニティ間で合意をとるよ

慮して比較する必要がある。

う調整する場として機能させたいということであ
・MLF 組織について

る。
本来第２期計画は各グループに予算割り当て

物質・生命科学実験施設（MLF）の組織化が進

（ミュオン、ハドロン、KEK 中性子）があったはず。 みつつある。J-PARC の決定機関は J-PARC 運営会
ニュートリノは準１期に移り、核変換は核行政の方

議であるが、MLF 事項の調整をするための会議と

針待ちである。それを御破算というのはどういうも

して MLF 調整会議が設けられた（コアメンバーは、

のかという異論は出されたが、現実的には予算がき

永宮センター長、下村物構研所長、加藤量子ビーム

びしいことから、ゼロからの見直しが J-PARC セン

応用研究部門長）。ミュオンからは西山がオブザー

ター長から求められている。なお中性子に関しては、 バーとして参加している。一方、MLF 施設検討委
原子力機構は所として予算をつける方針であり、２

員会には西田、岩崎、鳥養、秋光、西山、門野が入る。

期が問題となるのは KENS である。２期計画の議論

ミュオン・中性子間の今後の施設整備等につき意見

が厳しくなっているのは、運転経費が巨額であるた

のすりあわせをする委員会ということであり、PAC

めであり、２期が走ってもどれかひとつの分野とい

に関する議論もここで行われる。

う可能性さえある。
・２期計画の内容
J-PARC ミュオンの計画について
・J-PARC ミュオン施設説明
KEK では、移行経費によって、汎用ミュオンビー

２期計画の内容として超低速ミュオンビーム、表
面ミュオンビーム（ポート１個まで）が費用見積も
りとともに示された。表面ミュオンビームラインは

ムライン（D-line）の建設に全力で取り組んでいる。 最初の triplet Q+ 最初の B 磁石まで何とか作ったの
汎用ビームラインでは、120 MeV/c までの崩壊ミュ

で、放射線のきびしいところは済んでいる。超低速

オンのみならず、表面ミュオンビーム（強度見積も

ミュオンビームラインの先頭部は R&D として II 期

7

り 3 x 10 /s）が得られる。来年 5 月または 10 月

を待たずに製作予定である。

にファーストビームの予定である。当初は、セプタ

見積もり額について懸念が示されたが、施設側と

ム電磁石を整備する予算がないので、通常の偏向電

しては科研費での検討、試験機の製作を既に行って

磁石を用いて、２つの実験ポートに振り分けてミュ

おり、大立体角での表面ミュオンビームの取り出し

オンビームを供給する。原子力研究機構先端研では、 を含めて、技術的・予算的な検討が十分されている
そのうちの 1 つの実験ポートに、表面ミュオンビー
ム実験装置を設置する準備を行っている。
キッカー＋セプタム電磁石が当初ないために、ダ
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とのことである。
超低速ビームと表面ミュオンビームの順位づけが
なされていないとの指摘があった。共同利用機関で
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ありながら、これまではユーザーからどうして欲し

期実現と理研 RAL 第３期をともに強く希望する。

いという意見の集約ができていなかった。あえてい

運営委員会の議論を受けて日本中間子科学会総会で

うなら MuSAC がその場であったと言える。超低速

議論を行う。

は MuSAC のお墨付きと最先端ビーム、一方表面ミュ

以下、これに関連する委員の意見を併記する。

オンは多数のユーザーを抱えられるという特徴があ

・理研の J-PARC への参加を要請すると科学会が宣

る。

言するかどうかについては、影響を考慮して慎重に
すべきである。

豊田中研の計画について

・ 一 利 用 者 の 立 場 で 言 う と、 す で に あ る 研 究

現時点では J-PARC 建設には参加しないが、国費

activity を落とさないためには、J-PARC ２期の早期

による施設整備を目指して、J-PARC が使いやすい

実現より、理研 RAL 第 3 期の確実な締結を推薦し

施設となるよう意見・要望を伝えてゆく。J-PARC

たい。

完成後にこれを使いこなせるよう、技術を蓄積して

・仮に J-PARC ２期で超低速ビームラインしか実

ゆく。

現しなかった場合、表面ミュオンユーザーは理研
RAL で賄うという手もあるのではないか。

原子力機構先端研の計画について

・教育と純国産という面からは J-PARC を推したい。

崩壊ミュオンラインの１レグ分を整備する。平成
16 年度からの 21 年度の中期計画内に運用開始予

どう理研が J-PARC に contribute できるかという

定である。第三者ビームラインとするか、J-PARC

議論があり、J-PARC での超低速ビーム設置を KEK

ビームラインとするかは検討中であり、また将来的

のみでなく、理研や TRIUMF の参加を得て実現し

には表面ミュオンラインへの移行も計画されてい

たらどうだろうかという提案があった。これに対し、

る。

J-PARC ２期予算を減らす口実とされる危惧がある
などの様々な意見が出された。また高運動量ライン、

理研 RAL の計画について
理研 RAL 支所については、新 µSR スペクトロメー

新規標的などへの貢献についても期待が示された。
理研 J-PARC センターは理研 RAL 第 3 期とはカッ

ターが 2008 年に ready となり 2 ポートでの同時

プルせずに、新規予算（他の終了プロジェクトの後）

µSR 実験が可能となる。また高圧、レーザーなど新

を狙う。自らの身を切るやり方（何かやめるので、

規複合実験条件を今年から来年にかけて着々と整備

かわりにこれをさせてという）は理研の伝統にはな

する。これらの蓄積されてきた多重条件実験設備を

い。理研 BNL は今から５年後に J-PARC 移行とい

活用するために、2010 年の理研 RAL 第 3 期契約（第

う可能性もあり、それとのタイミングも考慮が必要

2 期予算終了 2010 年 3 月、RAL との第２期契約終

であろう。

了同 9 月）締結を目指している。第 3 期の期間に
ついては、10 年間を想定している。予算を出す側

２．事務局からの議題（会計報告、交通費支給につ

としては RAL と J-PARC との両立を疑問視する意見

いて、めそん発行について）

もあり、契約延長の期間などは問題となるかもしれ
ない。RAL と J-PARC は相反するものではなく、お

財政状況について、会計より報告があった。年

互いを豊かにするものであるところを伝える必要が

度途中の 9 月 1 日現在で会費納入済み者は 52 名で

ある。

あり、会費収入は約 15 万円である。例年納入者は
70 名前後にとどまっている。会誌印刷は 1 回あた

大阪大学の計画について（資料提示）

り 13 万円程度の見込みであり、２回発行すると赤

久野委員から PRISM 計画の資料が提示された。 字となる。
阪大 RCNP での計画を第１期とする模様。

運営委員会参加旅費として、従来の中間子科学連
絡会では KEK が工面していたが、日本中間子科学

14 日の利用者協議会に向けて
コミュニティの意見としては、J-PARC ２期の早

6

会は施設を問わず全中間子科学研究者の組織として
昨年９月正式に発足し、特定の研究機関が旅費を出
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すのは好ましくないという認識から、日本中間子科
学会から支給したいとの提案が庶務委員長からなさ
れた。

物構研 J-PARC 戦略会議ミュオン施設将来計画 WG
兼

第 3 回運営委員会

開催日時：

これらの提案に対し、次のような議論があった。

場所：

議事録

2007 年 12 月 23 日

16:30-20:30

理化学研究所東京連絡事務所

・納入率を上げるよう努力すべきである。事務局と

出席者：

しては会費納入の呼びかけを行ってゆく。納入しや

西山、髭本、松崎、三宅

石田、岩崎、小池、下村、鳥養、西田、

すいよう、総会会場での会費受け付けなど今後も努
力する。

物構研 J-PARC 戦略会議ミュオン施設将来計画 WG

・会費の値上げについても検討すべきである。日本

の位置付け

中性子科学会はもっと高いようである（8,000 円、 ・中性子では同様な WG があり、その下でグランド
事務局調べ）。これについては負担が大きいと納入

デザインを決めていた。そこに入っていない装置案

率が減る懸念もある。

はとりあえずは排除される。

・会費を納入していない人を会員としておくのはど

・同様な仕組みをミュオンでも作る。

うか。サポーターとも考えられる。めそん発送など

・メンバーは西山（委員長）、三宅、門野、岩崎、松崎、

をやめても支出が大幅に減るわけではない。

石田、髭本、鳥養、西田

・理研で印刷代、旅費などは持てないか。改組以前

・基本的に運営委員会と同時開催し、実質的な総意

（中間子科学連絡会）は設置機関の KEK 中間子が印

が反映されるようにする。

刷代を出すことも妥当であった。今は中立組織とし

・WG 員の旅費については物構研でだす。

てそれは好ましくない

・日本の総力を上げてミュオンの将来にわたる戦略

・法人会員を設けるのはどうか。めそんでの広告収

を決めていくことが目的。理研の概算要求など、い

入というのもある。

ろいろなものの締め切りが多いため早急に議論すべ

・運営委員会の旅費についてはサポートするのが妥

きことは多い。

当であるが、総会に諮るべきである。今日は仮払い

・委員会が多く、その役割がわからないため委員会

として、総会で承認が得られなかった場合は返却と

の関係をまとめる必要はある。

する。支給額は交通費実費とする。

・前回の MLF 施設利用委員会では、ミュオン側か

この議論を受け、次回の総会に事務局から予算案

らの発言が少なかった。特に中性子とミュオンと共

を提出し、もし会費値上げが必要なら改定案を示し、 通の枠組内で順位付けをしようなどの発言が中性子
来年春あたりの総会で決議をすることとした。

側委員からあり、ミュオンにとっては問題である。

以上

理研に関して

（文責

石田）

・グランドデザイン中には抽象的な書き方で加えら
れている。加える必要があれば加える。
（人員体制）
・基礎特研として

大石及びインドネシアから 1 名

を新規採用予定
・他にも µSR 関係で 3 人（鈴木（超音波と µSR）、
石井（加藤研と協力研究）、川股（スピン波など））
おり、来年度は µSR 関連では PD は 5 人体制。
・また松田が東大に異動予定、Bakule がチェコに帰
国予定
（理研としての J-PARC ミュオンへの参画について
の検討）
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第0案

表面ミュオン全般を理研で担当

第１案

表面ミュオンを分岐したその後を作る
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第２案

新規レーザー開発を進め、その成果を

レーザー開発は止まる。その場合 ISIS にとられる

J-PARC に持っていく。その為に、短期的には理研

ことも有り得る。

RAL 支所でのパルスレーザー研究を他の研究機関

・理研は案 2 ですすむということで日本中間子科学

と協力して重点的に推進する。

会としてサポートする。

第３案

・理研が RAL での開発成果を踏まえつつ J-PARC に

これまでの路線を進めていく。

・第２案が現状では妥当であろう、さらに他の落

スムーズに入るための仕掛けは作っておかなくては

としどころがあるかは模索すべきかもしれないが、 ならない。
KEK の第二期計画とバッティングしない案をだす
ことは難しい。

（超低速ミュオンについて）

・リニアックから直接 DC ミュオンビームを取り出

・2 つの開発課題

(1) レーザー

355nm の光量が

-4

す可能性も有ったが、実際 400 MeV リニアックは

足りず、10 の変換効率 これを上げていく。(2) 表

クーリングパワーの関係で 25 Hz 運転を変えるこ

面ミュオンを大立体角で取り出す。カーブドソレ

とは難しく、実質 DC はできない。 50 GeV におい

ノイドで引き出すための R ＆ D を行っている最中。

ては DUTY ファクター 30%くらいでやることは出

これらにより毎秒 105 － 6 のミュオンが期待できる。

来るかもしれないが、他の DC 施設に較べて不利で

・あとはミュオニウムの取り出しに関しても R ＆ D

あり、今さら作る意味は見出せない。

の余地がある？

・理研 RAL 支所 IAC において超低速ミュオンは性

・2010 年以降の RAL との整合性を取っていかなけ

能の高さで評価が高かった。

ればいけない。それはこの委員会で行うこと。

・ 超 低 速 に は RAL が 非 常 に 興 味 を 持 っ て い る、 ・J-PARC でも超低速ミュオンが出る初期のところ
RAL-STFC のレーザーグループ（ハッチンソンら） で出来ることはあるが、日本がきちんとしたリー
との協力体制を組む可能性もある。

ダーシップをとってやらなければいけない。

・超低速ミュオンは日本で生まれたものであり、日

・一番の問題はタイムスケジュール。理研のタイム

本のグループをどう組み込んでいくか、は重要。

スケールとしては

・KEK は共同利用を行っていかなければいけないこ

して成果を出していくのかは自明でなく、Bakule、

と及び第二期計画をやらないわけにはいかないた

松田の両名がいなくなることもありむずかしい。

め、KEK が１ポートを使うことができるのであれ

J-PARC 2 期計画がいつ動くのかもわからない。そ

ば KEK 側は案０でも受け入れることは可能。

こを踏まえた議論をすることも必要。

・もし案０が動くとしても理研内の人員は充分では

・超低速は 2 本同時に動かせることが望まれる。真

ない。実際は総力を上げていかないと難しい。案０

に超低速を用いた表面物理と超低速の技術を用いた

をあまりにも強力にすすめると RAL はすぐに動か

ビーム（例えばマイクロビームによる少量試料を用

なくなる。

いた実験）というように使い分け、一本を理研で作

・IAC の結果は重い。2010 年から 5 年は理研 RAL

る、というシナリオを作ることはできるのではない

を続けろという結果がでそうであるからそれは無視

か。その上で理研でのレーザー開発はそれに向けて

できない、その意味からも案 0 は難しい。

行うという形にするのが筋はよい。

・ユーザーとしては、案 0 で進めた場合 RAL の実

・予め理研の入ることができる部分が用意されてい

験が立ち行かなくなることがあるのではと危惧され

ると理研側としても予算要求しやすい。具体的にグ

る。

ランドデザイン内に理研として提示しやすい形で示

何年で新しいレーザーを開発

・ 理 研 RAL 支 所 長 と し て は RAL を 続 け た い。 しておくと全て動かしやすい。
J-PARC のレーザー関連で KEK と協力するというこ

・ミュオンコミュニティーからメッセージを出す場

とには賛成。建設に参加する余裕はないが、サポー

合、理研として J-PARC に行きたいというメッセー

ト（例えば技術協力）はできる。この意味では第 2

ジ、逆に KEK も理研に来てほしいというメッセー

案とは合っている。

ジを出す必要もある。

・案 0 でいくのなら理研一丸でやる必要がある。
2010 年で終わりにするということにでもしないと
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グランドデザインについて（配布資料あり（グラン

「めそん」No.27, 2008 年

春

議事録

ドデザイン案ｖ－４））

第 4 回運営委員会

・グランドデザインは MLF 施設利用委員会２月末

開催日時： 2008 年 2 月 2 日（土） 16:00-19:30

に提出して「正案」とする。

場所：理化学研究所東京連絡事務所

・2 月末までに J-PARC 内の順位付けをしていかな

出席者：

ければならない。

鳥養、永嶺、西田、西山、髭本、松崎、三宅

議事録

秋光、石田、岩崎、小池、下村、杉山、

・順位付けは最後の最後につけるべき、そうでない
とキリシロになる。

０．前回 (2007/12/23) の議事録

（修正について）
・３－２

・

超低速は３－３

一部の記述を削除した上で承認。

先鋭ミュオンとかとわ

けてはどうか。さらに３－４

超高分解能実験装置

１．KEK のロードマップ、ミュオン科学の取扱に

を加えては？

ついて

・多重極限なども加える。考えられるものをなるべ

・現状の KEK ロードマップに問題点があれば、コ

く多く書いておかないと「捨てシロ」に困る。

ミュニティとして議論して 2/10 までにまとめるこ
とが要請されている。これに対しては KEK ミュオ

その他

ン側で案を作り、運営委員に回す。

・阪大が J-PARC に提出している計画との整合性は

・そもそもミュオンと中性子に関してはあまり書か

考慮する必要がある。

れていない。

・文科省には要望書という形で直接要望を出す必要

・2 期計画が動くということを明確に述べるのはこ

がある。中性子では既に進めている。

のロードマップしかないこともあり、重要である。

・文科省の役人に対してアピールするような説明は

・KEK のミュオン部門の意見として以下のことが述

必要。「何ができるか」を多少誇張があってもよい

べられた。J-PARC 全体でひとつの共同利用体制に

ので明確にしていく。絵も重要であるが、それより

なるが、大学共同利用法人である KEK は KEK でき

内容であろう。ただし内容に則した絵を作ることは

ちんとした共同利用体制を作っておかなければなら

必要である。2,3 人でたたき台を作る。

ない。なお、共同利用体制としてはユーザーからみ
て区別がないようにする必要はあり、例えば予算フ

以上
（文責

ローは KEK を通してとなる場合でもユーザー側か
髭本）

らは J-PARC として旅費等が支払われることになる。
・人員増は必要であり、ロードマップはそれも交え
て考える必要がある。
・現在のロードマップは社会への貢献についての内
容がなく、エネルギーなどについても記載すべきと
の意見が述べられた。
・KEK は純粋科学を求めている機関であり、必ずし
もエネルギーなどを述べる必要はないという意見も
あった。
２．利用者協議会対応
・3 月 17 日の利用者協議会でグランドデザイン及
びその順位付けを決める材料とするために各コミュ
ニティーが約 15 分発表を行う。利用者協議会での
議論は文科省に対してユーザーの声の説明の際の内
容として反映される。
・将来計画をどのように進めるかが主題となり、
J-PARC でしか出来ないことを述べていくことが必
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要。15 分しかないので明確な指針が必要である。
・KEK ミュオンのレビューにおいて超低速をきちん
とやるべきだという答申があり、そこは 2 期計画
の内容として述べておく方がよい。
・利用者協議会までにミュオン内での順位付けをし
なくてはならない。
・ISMS からの応援も必要に応じて求めていく。
・準備は各計画を一枚にまとめ、それをまとめて話
す。J-PARC 内部の人でない方がよい、西田会長が
話す。
・資料作成は西田、石田、鳥養、髭本および KEK
から 2 人で作業。
３．パンフレット
・文科省における説明等に用いるため急いで作る必
要がある。
４．RIKEN-RAL について
＊ RIKEN-RAL の運営が、今のやり方から変化する
可能性がありうることについて議論がなされた。
・中間子科学会としては理研理事長あての意見書を
準備する。
＊ 2010 年 か ら の 更 新、 共 同 研 究 体 制 の 維 持、
J-PARC ミュオンへの支援について等を記載。
以上
（文責

10

髭本）
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特集「重い電子系の µSR」

はじめに
重い電子状態は、主に Ce, Pr, Yb などの希土類元素、あるいは U, Pu, Np などを含むア
クチノイド元素を含む化合物で見られる現象です。これらは多体効果に基づいており解明
は容易ではありませんが、それ故に多くの研究者の興味をひき続けております。重い電子
系は µSR にとっても格好の研究対象です。世界中の研究者が µSR を用いた重い電子系研
究を行っており、多くの成果を挙げております。J-PARC においても重い電子系の µSR 実
験は主たる研究対象のひとつになるはずです。本特集では µSR による重い電子系研究の
現状を紹介してもらっております。
重い電子系研究には日本からの寄与が多大です。基本的概念も日本人研究者により見出
され、それは固体物理を越えた枠組みの中で発展し続けております。µSR による重い電子
系研究も日本が拠点となるよう進んでいくことを願う次第です。
（編集部）
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重い電子系と µSR
日本原子力研究開発機構・先端基礎研究センター
髭本 亘
1. 重い電子系

効果により消失し、その分が電子比熱として現れて

多くの金属では電子間の相関はあまり重要ではな

くる。このようなことで、極めて大きな電子比熱係

く、いわゆる「自由電子モデル」がよい近似をもた

数（通常の 100-1000 倍程度）を持つフェルミ流

らす。しかしそのような「自由電子」状態はあくま

体としての振舞いを示すようになり、伝導電子は

でも近似に過ぎず、実際はクーロン斥力による電子

重い有効質量を持った準粒子として扱うべき状態

間の相関が様々な形で物性として現れてくる。この

になることになる。ただし同時に Ruderman-Kittel-

ような電子間の相関が強い「強相関電子系」では多

Kasuya-Yoshida(RKKY) 相互作用が働く。これは局

種多様な興味深い現象が見られるのだが、多体効果

在したｆ電子の間の相互作用であり、伝導電子を介

を正確に取り扱うことは容易ではない上、実験的に

して起こる（図 1(b)）。本来の重い電子状態ではス

も難しい場合が多く、全容の解明には程遠い状況に

ピンは消失するのであるが、実際には RKKY 相互

ある。それでもその多彩な振る舞いは、現在の固体

作用のためスピンが消失せずに磁気秩序を示す物質

物理の主たる対象となっている。代表的な物質群と

が多い。このためｆ電子系の磁気秩序は小さな磁気

しては「銅酸化物超伝導」があり、その発見が契機

モーメントによるものになることがあり、例えば代

になり、強相関電子系研究は新しい局面を迎えるに

表的な物質のひとつである CeRu2Si2 では 0.001µB

至った。もうひとつの重要なものとして 1970 年代

程度の磁気モーメントが約 1K で磁気秩序を起こす

後半に見出された「重い電子系」（heavy fermion） ことが µSR によってのみ見られている。これはこ
と分類される一連の物質群がある。この場合の重い

のような複数の相互作用が働きｆ電子系は複雑な振

電子は「負のミュオンは「重い電子」として、、、」 る舞いを示す。特に２つの相互作用が強く競合した
などの粒子単体を考えている場合とは異なり、固体

領域では強相関電子系の基本的な概念であるフェル

中に存在する伝導電子が、多体効果のためにその有

ミ流体の関係が成り立っていない場合もある（非フ

効質量が「重い」準粒子として取り扱うことができ
るようになった状態を指す。主としてこのような物

(a)

伝導電子

質はｆ電子系、つまり荷電子として f 電子を有する
希土類元素 (4f) およびアクチノイド元素 (5f) を含
む化合物に多く存在する。何故 f 電子系に特有して
見られるのかは、f 電子の持つ局在遍歴の両面性に
よる。f 電子は原子核に近い軌道をとり、d 電子に

ｆ電子の局在モーメント

較べて原子核近傍に存在する確率が高い。このため
原子位置への局在性が強く、局在スピンとして磁性
を司る。同時に原子核から遠いところにまで存在確
率が拡がっているため遍歴性も持ち合わせ、このた

(b)

めフェルミ面上に顔を出したｆ電子と本来の伝導電
子との間の混成 (c-f 混成 ) が起こる。ここで伝導電
子と局在ｆ電子との間には「近藤効果」が働き、そ
の結果「近藤一重項状態」と呼ばれるスピン一重
項状態を形成し、磁性や軌道の消失がおこる（図
1(a)）。このように本来持っていた磁気比熱が近藤
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図１

(a) 近藤効果と (b)RKKY 相互作用の概念図
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ェルミ流体）。このような複数の相互作用の競合は、 において議論されるようになってきている。しかし
温度以外のパラメーター（圧力、磁場、元素置換など） 八極子以上の高次の多極子が議論されている物質は
によりある程度制御可能であり、このようなパラメ

まだ少ない上に、特に軌道を知ることは容易ではな

ーターにより引き起こされる相転移は「量子相転移」 いこともあり、高次の多極子秩序の解明は実験的に
と呼ばれる。この「転移点」は量子臨界点と呼ばれ、 は容易ではない。原因を特定できないまま「隠れた
重い電子状態、非フェルミ流体状態、特異な磁気揺
らぎ、特異な超伝導など様々な新奇な現象が見られ

秩序」と呼ばれる場合も多い。
このようにいくつかの要素が複雑に絡み合い、ｆ

る。このため量子臨界点近傍は重要な対象となり、 電子系は個々の物質の全貌を明らかにすることが難
パラメーターを制御して系統的な研究を行うために

しい。典型物質においては研究が継続して行われて

µSR も含めて圧力下の実験などが多く行われるよう

おり、多かれ少なかれなんらかの進展がなされ続け

になった。

ているのである。

重い電子系の超伝導は最も興味深い現象の一つで
ある。重い電子系は、クーロン斥力が強いために起
こることから、電子同士が近づくことが困難である。

2. 重い電子系の µSR
重 い 電 子 系 の µSR の 歴 史 は 比 較 的 古 い。KEK-

このため超伝導が起こる場合も BCS 超伝導のよう

MSL( 当時は UT-MSL) でも施設が稼動して間もなく

な、電子対の 2 つの電子が同じ場所に来る確率が

1982 年には永嶺らによって CeB6 の µSR 実験が行

高い等方的な状態は実現しづらい。そのため非 BCS

われ、四極子秩序状態についての研究がなされてい

の異方的超伝導が実現することになる。実際重い電

る。CeB6 は近年でも多くの研究がなされている（現

子系で見られる超伝導は異方的なものであり、ｄ波

在の研究も決して「温故知新」的なものではなく、

対称性、あるいはスピン三重項状態であるｐ波対称

最前線の研究として行われているのである。例えば

性など異方的な電子対形成がなされていると考えら

最近も置換系である (Ce,La)B6 における八極子秩序

れている。さらに時間反転対称性も崩れている場合

を証明したとする中性子実験など、実験、理論両面

もあり、この場合には狭い領域を見ると電子対のス

で進歩が続いている）。µSR でも数件の報告があり、

ピンや軌道の向きが揃った状態となる。電子対の電

磁気秩序、四極子秩序、多極子秩序、スピンダイナ

子間相互作用も BCS 超伝導のようなフォノン（つ

ミクスなどの研究がなされている。また、µ- SR す

まり結晶格子の歪み）を媒介としたものではなく、 らも試みられており、µ- Ce からの信号が見られて
磁気相互作用などによるものと考えられている場合

いる。

が多い。しかしそのような超伝導発現機構も完全に

さて、何故 µSR かということを見ていく。重い

は理解されていない。特に磁性との共存や競合に関

電子系は µSR が力を発揮する場面が多い。先程述

しては実験的にすら明らかにされていない。例えば

べたように重い電子系では比較的小さな磁気モーメ

代表的な重い電子系である CeCu2Si2 で見られる超

ントが作る磁性を知ることが重要である。また量子

伝導は多くの研究でｄ波的な電子対が形成されてい

臨界点近傍で見られる磁性は必ずしも静的なもので

ると考えられている。しかし磁性とどのように関連

はなく、量子効果のため低周波で揺らいでいる場合

しているかは、試料作製の難しさなどもあるために

もある。このような小さな磁気モーメントが作る、

完全には理解されていない。

動的な磁性を調べるのに µSR はうってつけのプロ

さらに近年高次の多極子についての研究が進ん

ーブなのである。特に零磁場で測定が可能であるた

でいる。ｆ電子はスピン軌道相互作用が強いため d

め精度よく基底状態を知ることができ、非磁性と信

電子のようにスピンと軌道を独立に扱うことができ

じられていた CeAl3 における反強磁性磁気秩序の発

ない。このため両者を含めた多極子として扱われる

見など多くの成果を挙げている。特に小さな磁気モ

ようになる。結晶中では結晶の対称性に応じた結晶

ーメントによる磁気秩序は時として µSR の独壇場

場を受ける。特に結晶の対称性が高い場合には縮退

であり、先述の CeRu2Si2 の約 1K における磁気秩序

が残り、多極子の秩序が起こるようになる。従来四

のように、µSR でしかまともに見ることが出来ない

極子秩序までの研究が多くなされていたが、近年そ

領域での現象が多々存在することになる。また、磁

れより高次の八極子、十六極子秩序なども実際の系

気揺らぎも µSR でしか見ることが出来ない領域が
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あり、µSR を用いることで初めて全容が明らかにな

合が多い。特に PrOs4Sb12 の超伝導にも多極子が重

る。さらに磁気相が試料全体に拡がっているのか否

要な役割を果たしていると考えられており、また

かも重要なポイントである。例としては CeCu2Si2

SmRu4P12 における多極子秩序状態など様々な現象

で見られる磁性は µSR で見ると系全体に拡がって

の宝庫である（青木）。

いるわけではなく、非磁性相と相分離した状態で存

さて、多極子秩序を決定するのは容易ではなく、

在していることがわかる。このような相分離は微視

取り合えず「隠れた秩序」として徹底的に精査され

的なプローブでしかわからない上に、体積分率を正

た上で、なお結論が出ない。これまでわからないこ

しく知ることができるなど µSR は有用である。こ

とが多かった URu2Si2 の 17K における転移は、近

のように高感度の微視的磁気プローブとしての側面

年素性がかなり明らかになってきた（網塚）。

が如何なく発揮されており、µSR は重い電子系研究
に欠かすことが出来ない手法となっている。
また超伝導に関しても、磁場侵入長測定による超

重い電子という現象は、ｆ電子に固有なものであ
ろうか？実際にはこれまで数種類のｄ電子化合物に
おいて、重い有効質量を持つ伝導電子の存在が確

伝導ギャップ構造を知ることが出来る他、ナイトシ

認されている。その代表的なものが LiV2O4 である。

フトによるスピン対称性の研究、零磁場 µSR によ

未だにこの重い電子の起源がどこにあるのかについ

る時間反転対称性の破れの検証、磁性と超伝導の共

ては明確な回答がないが、µSR では局在スピンの存

存競合の研究など重い電子系の特異な超伝導を解明

在をクローズアップすることで重い電子の起源に迫

するのに有効な手法である。特にナイトシフト測定

っている ( 幸田 )。

においてはミュオンはスピンが 1/2 であるため明

このような重い電子系は、従来ウランまでの研

確な結果が得られることや、物質の奥深くの磁場侵

究がほとんどであったが近年さらにネプチニウム、

入長測定が可能であることなど µSR が他の手法に

プルトニウムといった「超ウラン化合物」へと展

較べて有利な状況が多い。時間反転対称性の破れた

開している。その中でも最も注目を浴びたものが

超伝導状態はこれまでのところミュオンでしか検出

PuCoGa5 の 18 K という高い温度における超伝導の

できていない。

出現である。さらに Pu の単体金属をみた場合もそ

さらに多極子についても µSR は重要な寄与をす

の性質は意外と興味深い。これらの物質の µSR に

る。八極子秩序は軌道だけではなく、スピンからの

よる研究は自己照射効果など風変わりなところがあ

寄与もある。これはすなわち磁気プローブであるミ

り、趣深い ( 大石 )。

ュオンで知ることが出来る秩序なのである。特に低
対称な位置に止まるミュオンは八極子の作る磁場が

3. J-PARC における重い電子系研究

キャンセルしないために直接見ることができるた

重い電子系の研究は微小な磁場、長い緩和などを

め、µSR の結果は八極子秩序を決める重要な要素と

詳しく調べるものが多く、パルスミュオンにとって

なる。

打って付けの対象である。このため J-PARC におい
ても当然主要な研究対象となる。J-PARC では２つ

2. 本特集について

の実験ポートが用意されおり、そのひとつは筆者ら

さて、本特集のテーマは重い電子系とその関連物

原子力機構先端基礎研究センターを中心として建設

質における最近の研究であり、これらの物質群にお

される。このポートはｆ電子系物質の解明が主目的

ける µSR 研究を取り上げている（カッコ内は本特

となっており、パルススライサーを用い 30ns 以下

集における著者名）。

の幅を持つ短パルス化をおこなうことで時間分解能

量子臨界点近傍では特有なスピンダイナミクスを

の向上を行うと共に低バックグラウンドを目指した

見ることができる。YbRh2Si2 は量子臨界点近傍に

構成の分光器を構築している。J-PARC では原子力

位置する物質であり、NMR と µSR を用いることで

機構内にあるという「地の利」を活かして将来的に

極めて広い時間領域に渡っての測定がなされている

は超ウラン化合物まで含めた研究を進めていくこと

( 石田 )。

が望まれる。本特集を契機として J-PARC を舞台に

充填型スクッテルダイト化合物は基本的に立方
晶の物質であり、多極子が重要な役割を果たす場
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量子臨界点近傍の磁気励起
(NMR, µSR 実験を中心として )
京都大学大学院理学研究科
石田 憲二
1.

量子臨界点とは

さ ら に、1998 年 Cambridge 大 学 の G. G.

重い電子系物質では、伝導電子と局在電子によ

Lonzarich 教授のグループから、CePd2Si2 や CeIn3

る競合する 2 つの相互作用が存在する。一つは伝

などの反強磁性体が加圧により超伝導を示すことが

導電子を媒介として局在モーメント間に働く ( 局在

報告された [1]。彼らは超伝導相が量子臨界点を取

モーメントを揃えようとする )RKKY 相互作用であ

り囲むように存在することから、量子臨界点近傍の

り、もう一つは近藤効果で伝導電子が局在モーメン

磁気励起と超伝導が関係していることを指摘した。

トを遮蔽する効果である。前者は磁気秩序を引き起

それまでの研究により、Ce 系重い電子超伝導体は

こす効果を持ち、伝導電子と局在モーメントの結

異方的超伝導であることが知られていたので、量子

合定数 (J) の 2 乗に比例して強くなる。これに対し

臨界点近傍は新たな異方的超伝導の潜む「金脈」と

後者は、磁気秩序を抑える効果をもち、J に対し指

考えられ、希釈冷凍機温度域まで詳細に調べられる

数関数的に強くなる。したがって、伝導電子と局在

ようになった。このように、量子臨界点近傍の物理

モーメントの結合の小さい時は前者の RKKY 相互

は、単に磁性の興味ばかりではなく、新たな超伝導

作用が優勢で磁気秩序を示すが、Ｊがだんだん大き

の発見の興味からも現在幅広い研究が行われてい

くなると後者の近藤効果が急激に優勢になり磁気秩

る。

序は抑制される。このように磁気秩序 - 無秩序の転
移が物理パラメタＪを変化させることによって引き
起こすことが出来、絶対零度で磁気秩序 - 無秩序の
転移を起こすことも可能である。この絶対零度で
起こる磁気秩序－無秩序の転移は " 磁気量子臨界点
(Magnetic Quantum Critical Point)" と呼ばれ、そこ
では有限温度における古典的相転移とは異なり、量
子ゆらぎが支配的になる。

図2
図1

Doniach により議論された量子臨界点の概

念図
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CeIn3 における反強磁性と超伝導の相図。

反強磁性は加圧により抑えられ、量子臨界点近傍
で超伝導が見られている [1]。
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2.

量子臨界点近傍の電子状態 ( 非フェルミ液体的

振る舞い )
ランダウ－フェルミ液体の素描によれば、重い電



子系物質のような強く相互作用する電子の多体系に
おいても、相互作用の繰り込み効果によって相互作
用のない場合と対応関係が成り立つと考えられて

㊂ሶ⥃⇇ὐ


いる。その例として低温まで非磁性金属状態を示
す CeCu6 が有名である。この物質は磁気量子臨界
点近傍に位置するものの、低温での電子比熱係数が
1600 mJ/K2mol と通常電子の 1000 倍以上も大き
な値を示すが、十分低温での電気抵抗や比熱の振る
舞いは、ρ = r0 + A T2 や比熱 C = γT に従い、A, γ は
温度によらない一定値を持つ。また A と γ には通
常金属で見られる A ∝ γ2 の関係を示し、帯磁率も
低温で大きな値を持った Pauli 常磁性的な振る舞い
をする。
これに対し Au を僅かに置換した CeCu6-xAux 系
では低温での振る舞いが大きく変化する。この系



では臨界濃度 xc=0.1 であり x > xc では長距離反強
磁性秩序が見られるが、特に xc=0.1 では図 3 に示
すような C/T ∝ -lo T の温度依存性が低温の広い
範囲にわたって観測される [2]。同様なフェルミ
液体から期待される振る舞いとは異なる温度依存
性 {ρ ∝ T, χ ∝ (1- √ T)} は、ρ や χ にも見られ、非
フェルミ液体的な振る舞いとして呼ばれる。しかし
CeCu5.9Au0.1 では、これらの振る舞いは 6T の高磁
場を加えることでフェルミ液体的振る舞いに変化す



る。このような非フェルミ液体的振る舞いは、加圧
や磁場により反強磁性秩序が抑えられる臨界域に広
く見られ、90 年代半ばからそこでの電子状態や起
源について、実験、理論の双方から盛んに研究がな
されている。
特に理論の方からは、Q. Si らは重い電子系の磁

図3

CeCu6-xAux に お け る 磁 気 量 子 臨 界 点 と

気臨界点では、通常のスピン密度波 (SDW) 的な長

非 フ ェ ル ミ 液 体 的 振 る 舞 い。(a) CeCu6-xAux の

波長の低エネルギー磁気ゆらぎが発達するのではな

相 図。x=0.1 が 量 子 臨 界 点 と 考 え ら れ る。(b)

く、局所的な臨界現象が見られることを報告し近年

x=0, 0.1, 0.2 の時の比熱 C/T の温度依存性。(c)

活発に議論されている [3]。

CeCu5.9Au0.1 における磁場中の C/T の温度依存性

今解説では、YbRh2Si2 に見られる磁場誘起量子

[2]

臨界点を例にとり、我々の行った µSR、NMR によ
り考えられる磁気励起の性質について紹介する。

Si-NMR、µSR の実験から希釈冷凍機温度域まで調
べた [4,5]。

3.

YbRh2Si2 における磁場誘起量子臨界点

この物質は図 4 に示すような ThCr2Si2 の構造を

我々は、00 年－ 04 年にかけて、Yb 系重い電子

もつが、これは Ce 系重い電子系物質 CeM2Si2 (M =

物質 YbRh2Si2 の磁気励起を、微視的な測定である

Cu,Pd,Rh) と同じ構造である。YbRh2Si2 の特徴とし

16
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図4

YbRh2Si2 の結晶構造
図6

て、1) 残留抵抗が 1µΩ 以下の良質な単結晶が得ら
れること、2) この物質は電気抵抗からゼロ磁場で

ゼロ磁場 µSR によって測定された緩和率 λ

と指数 γ の温度依存性。Asymmetry の power-fit
γ

（G(t) = Aexp(-(λt) )）から λ、γ を求めた [4]。

70mK に磁気異常が見られること、3) 臨界磁場は c
方向で 500 Oe と小さく臨界点に容易に近づくこと

からも好都合な物質である。電気抵抗の振る舞いか

が出来ること、[6,7] 4) 乱れのない磁気励起をもっ

ら作成された相図を図 5 に示す [7]。

ていること、( これは µSR や NMR の共鳴線の幅を

図 6 は PSI で行われたゼロ磁場 µSR 緩和の結果

調べることで、微視的な測定からも乱れのない系で

である [4]。約 100mK から緩和率の増大が見られ、

あることが示された [4]) が挙げられる。したがって、 緩和曲線も動的な Lorentzian から静的な Gaussian
この物質は量子臨界点ごく近傍に位置する反強磁性

に変化している。また挿入図からわかるように最低

体で、量子臨界点の本質的な磁気励起を研究する上

温度 16mK では弱い静的磁性が試料の全領域から
現れていると考えられる。低温の緩和率の増大から
見積もられるミュオンサイトでの静的な磁場の大
きさは約 2G 程度で、非常に弱い磁性が試料全領域
で現れている。次に縦磁場 19 Oe 印加したもとで、
緩和率の温度依存性を測定した。緩和率は全温度域
に渡り指数関数でフィットでき、単一成分の磁気励
起で支配されている。図 7 に示すように、TN 以上
では緩和率の温度依存性は非常に弱い。
高磁場の緩和率の振る舞いは、Si-NMR により測
定した [5]。µSR ではミュオンの寿命のために、緩
和時間の長い dynamics を測定することが出来ない
が、NMR ではそのような制限はないためミュオン
実験では測定不可能な長い緩和時間の測定が行え

電気抵抗率の微分 dρ/dt から求められた

る。ただし、29Si は核スピン I=1/2 であるためゼロ

B-T 相図。反強磁性 (AF) は c 軸垂直の磁場では

磁場測定は行えない。また、核スピンをもつ 29Si の

0.05T、c 軸平行では 0.65T の磁場で壊され低温

天然存在比は 4.7%と低く、低磁場の測定は大変難

でフェルミ液体（LFL）の状態がみられる。[7]

しい。このように今回の場合も NMR と µSR の測定

図5
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を持っているのであろうか？磁気ゆらぎ近傍の大
まかな波数ベクトル依存性については、NMR の
Knight-shift のスピン成分 (K) と 1/T1T の値を比較
することで知ることができる。よく知られているよ
うに、K は帯磁率の q=0 の成分に関係するのに対し、
1/T1T は上式のように動的帯磁率の q 積分に関係す
る。図 8 は K と 1/T1T の温度依存性を示す。高磁
場の 24kOe では K と 1/T1T はどちらも４K 以下一
定値を示す。ただし K と 1/T1T の関係から、強磁
性ゆらぎが支配的であることがわかる。これに対し
臨界磁場の近い 1.5kOe では K は 200mK 以下でほ
図7

µSR( 縦磁場 19 Oe)、Si-NMR による緩和率

ぼ一定値を取るが、1/T1T は測定最低温度の 50mK

1/T1 の温度依存性。Si-NMR による緩和率では、 まで増大し続ける。これは 1.5kOe では q=0 とは異
Yb による緩和の寄与を求めるため、伝導電子か

なるゆらぎの成分が低温まで発達し続けることを意

らの寄与を LuRh2Si2 の緩和率から求め差し引い
ている。実線は 1/T1 ～ T/(T+θ) によるフィティ
ング。
が相補的であることはわかる。図 7 は 1.4kOe から
24kOe の磁場下で測定された 1/T1 の温度依存性を
示す。比較のため µSR による緩和率の振る舞いと
スケールを変えてプロットしている。高磁場の低温
ではフェルミ液体に特徴的なコリンガ則 (1/T1 ～ T)
が見られるが、磁場が小さくなるにつれコリンガ則
に従う温度が低温にシフトしているのがわかる。こ
れは高磁場から量子臨界点に近づいていく場合、図
5 に見るようにフェルミ液体状態に入る温度が低下

図8

Si-NMR による様々な磁場における Knight-

していることに対応する。

shift (K) と 1/T1T の温度依存性 [5]。

一般に 1/T1T は
(1)
のように表され、磁気転移近傍では磁気秩序ゆらぎ
ベクトル q の周りで展開し、1/T1 は
1/T1 ∝ T (χ(q))n

(2)

と表される。ここで n は磁気ゆらぎの性質や次元
性で決まる定数である。YbRh2Si2 の実験結果は図
7 に見るように n=1 と χ(q) = c/(T+θ) でよく理解さ
れる。YbRh2Si2 では反強磁性秩序が起こっている
ことを加味すると、SCR 理論によれば二次元的な反
強磁性ゆらぎで支配されていると考えることが出来
る [8]。この fitting からは、θ=0 の量子臨界点では、
1/T1 ＝一定が期待されるが、実験結果との一致も
よさそうである。
それでは YbRh2Si2 の磁気励起はどのような特徴

18
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YbRh2Si2 の磁気励起の概念図
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味しており、反強磁性秩序が起こっていることとも

al. は加圧下で µSR 実験を行うことにより、磁気相

矛盾しない。

の割合の温度変化（図 11(a)）、圧力に対する T~0

図 9 に 今 回 の NMR 実 験 か ら 考 え ら れ る、 での磁気相の割合とそこでの内部磁場の大きさ（図
YbRh2Si2 の磁気励起の概念図を示す。高磁場まで

11(b)）を調べた。その結果、2 次相転移から期待

存在する強磁性ゆらぎと、低磁場で発達する反強磁

される、磁気モーメントの大きさが均一に小さく

性の競合が、この物質の磁気転移を低温まで抑制し

なる振る舞いとは異なり、MnSi では磁気モーメン

ていると考えられる。似たような 2 種類の磁気励

トの大きさはそれほど変らず、磁気相の体積が小さ

起の存在は、最近磁化や比熱の測定からも示されて
いる [9]。
4.

最近の量子相転移に関する研究

( 加圧下の

MnSi の µSR による研究 )
磁気量子臨界点、特に強磁性転移に関係する量子
相転移について、コロンビア大の植村グループによ
り詳細な研究がなされ、量子相転移について新しい

図 11

加圧下 µSR によって決められた磁気相の

温度変化 (a) と、低温における磁気相の割合の圧
力変化と T=2.5K におけるミュオンの回転の周波
数 (b)[9]。
図 10

加圧下の交流帯磁率と電気抵抗により決

定された、MnSi の相図 [10]

くなっていく、一次転移的な振る舞いが観測される
ことを明らかにした。交流帯磁率や電気抵抗から作

知見が得られている [10]。重い電子系物質とは異

成された相図では、磁気転移温度は連続に変化して

なるが、彼らの最近の結果について紹介する。

いるが、ミクロな測定からは 12 － 15kbar の圧力

図 10 に示すように、MnSi は TCurie=30K でフェ

下では低温で磁気相と常磁性相に「相分離」してい

リ磁性秩序を示すが、加圧によりこの磁気秩序は

ると考えられる。彼らは、似たような一次転移的な

抑制され、約 15kbar で消失する。低圧では二次転

相分離の振る舞いは (Sr1-xCax)RuO3 においても観測

移であるが、12-15kbar では一次転移の振る舞い

されることから、強相関電子系の量子相転移の多く

が見られることが知られていた [11]。Uemura et

は似たような性質を持つのではないかと指摘してい
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る。量子臨界点の磁気状態について、今後再考の必

号にも見られることで、2.43GPa 以下では反強磁

要性がありそうである。また、今までの量子相転移

性と超伝導は共存していると考えられる。さらに興

の研究の多くは、巨視的な実験に基づいているので、 味深いのは、超伝導の転移温度は反強磁性と常磁性
今後は微視的測定による詳細な研究の必要性が再認

の 2 種類の信号が観測されている領域で最も高く

されるであろう。

なっていることである。彼らはこの結果より、反強
磁性と常磁性領域は NQR 周波数よりも低周波で揺

5.

Ce 系重い電子化合物における量子臨界点と異

方的超伝導の関係

(CeIn3 の加圧下 In-NQR による

の研究 )

らいでおり、このスピン密度の揺らぎが超伝導の出
現に重要ではないかと提案している。他の系におけ
る反強磁性と超伝導の関係や、現在広く信じられて

YbRh2Si2 では超伝導は見られなかったが、上述
のように Ce 系重い電子物質では、量子臨界点近傍

いる反強磁性磁気ゆらぎによる超伝導との関連等今
後の研究が楽しみである。

で超伝導が見つかっている。CeIn3 の量子臨界点と
超伝導の関係について、最近阪大北岡グループが興
味ある報告をしているので紹介する [12]。

5.

おわりに
本稿では、我々が行った YbRh2Si2 の実験結果を

中心に、最近の量子臨界点に関係する実験、特に
µSR や NMR によって調べられた結果について紹介
した。編集者からの「量子臨界点近傍の磁気励起」
に関する記事の依頼に対して、はなはだ偏った内容
になっていることは御容赦いただきたい。
ここでは取り上げていないが、A. Schröder et al.
[12] や H. Kadowaki et al.[13] による中性子散乱実
験による量子臨界点近傍の磁気励起の研究も大変興
味深い。中性子散乱では磁気励起の波数ベクトル、
エネルギー依存性を知ることができ、µSR や NMR
で得られない情報が得られる利点かある。
最後に、YbRh2Si2 の µSR 実験を行ってみてわかっ
たミュオンが試料に及ぼす効果について考察した
い。以前 Ce 系重い電子物質の量子臨界点を µSR 実
験で調べていた時、しばしば「量子臨界点のよう
なデリケートな物理が µSR 実験からわかるのか？」
図 12

加圧下の In-NQR により調べられた CeIn3

の相図 [11]。

というコメントを受けた。正の電荷を持つミュオン
を試料に打ち込むことによって、局所的な体積膨張
や電荷のアンバランスが起こり、その効果で磁気状

図 12 は加圧下 In-NQR により調べられた、CeIn3

態が変化するのではないかということを指摘してい

の相図である。量子臨界点近傍では、反強磁性の 2

るものと思う。ただ Ce 系重い電子物質では、体積

次転移が１次転移的な振る舞いに変化していると報

を膨張させる負の圧力は、物質をより磁気的にする

告されている。これは量子臨界点近傍では磁気相か

ので、量子臨界点近傍で µSR から磁性を見つけて

らくる内部磁場の影響を受けた In-NQR 信号と常磁

もミュオンを打ち込んだ効果ではないことを否定

性相からの内部磁場の影響を受けていない 2 種類

することは難しかった。しかし今回の YbRh2Si2 の

の In-NQR 信号が観測される実験結果に基づいてい

µSR 実験では、µSR で見られた磁性はミュオンを打

る。この結果は、CeIn3 では量子臨界点の存在を否

ち込んだ効果ではないと考えることが出来る。Yb

定するものであり、前述の MnSi の結果とも酷似し

系では Ce 系とは異なり、負の圧力によって磁性は

ている。

消失する方向にある。したがってミュオンを打ち込

興味深いのは、超伝導の影響はどちらの NQR 信

20
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系ではミュオンを打ち込むことによって磁性は見ら
れなくなるはずである。しかし実際は図 6 に見る
ように磁性が見られ、磁気転移温度等も他の実験
とよい一致を見ている。少なくとも YbRh2Si2 では
ミュオンを打ち込んだ効果は見られていないようで
ある。今回の結果を一般的に拡張するには注意が必
要であるが、今後更なる、量子臨界点近傍の物質の
µSR 研究から、より一般的な " ミュオンを打ち込む
効果 " に対する知見が得られると考えられる。
我 々 の 行 っ た YbRh2Si2 の 研 究 で は、 測 定 試 料
は ド イ ツ Max-Planck-Institute の F. Steglich 氏 の
グループ、特に C. Geibel 氏、O. Trovarelli 氏にお
世話になった。本誌で紹介した µSR 実験は、D. E.
MacLaughlin 氏、門野良典氏、幸田章宏氏、髭本
亘氏との共同実験で、スイス PSI 研究所とつくばの
KEK で行った。また NMR 実験は、北岡良雄氏、川
崎祐氏 ( 現徳島大 ) との共同実験で筆者が阪大在職
中に行ったものである。関係者には本誌を借りて感
謝いたします。
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スクッテルダイト化合物の µSR
首都大学東京大学院理工学研究科
青木 勇二
1. 充填スクッテルダイトの特徴

2. 非従来型超伝導

充填スクッテルダイト化合物における基礎物性

充填スクッテルダイト化合物 RT4X12 では、R=La,

研究の主なトピックスは、「非従来型超伝導、多極

Pr, Y において、約 15 個の超伝導体がこれまでに

子、ラトリング（非調和的局所原子振動）」であろ

見出されている。その多くは等方的ギャップを持

う [1]。結晶構造（図１に示す）の特徴は、希土類

つｓ波の従来型超伝導体であるが、唯一その例外

イオンが、プニクトゲンで形作られる 20 面体の大

が、重い電子超伝導体 PrOs4Sb12（超伝導転移温

きなカゴの中心に位置することである。これが希土

度 TC=1.85 K）[1,2] で あ る。 重 い 電 子 超 伝 導 は、

類イオンにラトリングの自由度をもたらすと同時

CeCu2Si2 における発見以降、これまでに Ce や U イ

に、等方的な局所環境が、比較的縮重度の大きな結

オンを含む化合物で多数見出されてきたが、Pr イ

晶場準位構造を低エネルギー領域にもたらし、その

オンに起因するものは PrOs4Sb12 のみである。

結果、多極子自由度が低温で重要になる。この両者

PrOs4Sb12 の超伝導が非従来型であることを示唆

（または片方）が、充填スクッテルダイトで見出さ

するさまざまな測定結果がこれまでに報告された

れた非従来型超伝導の発現メカニズムに深く関わっ

が、その超伝導秩序変数の理解は十分なコンセン

ていると推測されている。本稿では、µSR 実験が重

サスに至っていない [1]。注目すべき特異性として、

要な役割を果している非従来型超伝導と多極子の研

多重超伝導相（対称性の異なる高磁場相と低磁場相）

究に焦点を当て、研究の現状を眺めたい。

の存在 [3]、点ノード構造 [3,4]、時間反転対称性の
破れ [5]、奇パリティ（スピン三重項）[6]、多バン
ド超伝導 [7]、などの可能性が指摘されている。
点ノードの存在は、熱伝導度の磁場方向依存性
[3] や MHz 領域高周波による表面磁場侵入長 λ(T)
[4] が支持しているが、熱伝導度の磁場 - 温度依存
性はフルギャップを支持している [7]。混合状態で
の TF-µSR により、磁束格子形成による試料内磁場
分布巾の測定を通して求められた λ(T) は、現象論
的な二流体モデル
1/λ2(t) ∝ 1-(T/Tc)n

(1)

で良くフィットできる。温度依存の冪は n=3.6[8],
2.9 [6] と報告されており、等方的ｓ波で期待され
る n=4 と比べて、やや小さい値を与える。
超伝導状態の時間反転対称性の破れは、ZF-µSR
スペクトルに見られる静的内部磁場の TC 以下の増
図1

充填スクッテルダイト化合物 RT4X12 の結

大として観測された [1,5]。その大きさは、T=0 で

晶構造。希土類イオン R が、プニクトゲン X12 で

～ 1.2 G に達する。この磁場の起源には二つの可能

形作られる 20 面体のカゴの中心に位置する特徴

性、即ち、(i) 不純物、表面、超伝導ドメイン境界など、

を持つ。

超伝導秩序変数が空間変化する領域で、自発的な超
伝導電流が誘起され、この電流が磁場をもたらす場
合と、(ii) スピン三重項（奇パリティ）非ユニタリ
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ー状態で、ミュオンが超微細相互作用を通じて、ク

PrOs4Sb12 の Pr イオン 4f2 電子状態の特長は、一

ーパー対が持つスピンモーメントを磁場として感じ

重項結晶場基底状態と三重項第一励起状態が約 8K

ている場合が考えられる。これまでに数多くの非従

程度しか離れていないことである [15]。これが、

来型超伝導体で ZF-µSR 実験が行われたが、自発的

磁場中で準位交差をもたらし、交差磁場近傍の低温

内場発生が明瞭に観測されたケースは、PrOs4Sb12

で磁場誘起の反強四極子秩序状態が現れることにな

と Sr2RuO4[9] しかない [10,11]。4f 電子を含まない

る [16,17]。この結晶場準位間の励起は、Pr サイト

参照物質 LaOs4Sb12（TC=0.74 K）で行った ZF-µSR

間の四極子相互作用のため、「四極子エキシトン励

の比較実験では、自発的内部磁場の発生は見られな

起」の性質を持つ [18]。よって、PrOs4Sb12 の特異

かった [12]。このことは、Pr イオンが持つ 4f 電子

な超伝導特性は、四極子エキシトン励起を媒介とし

が PrOs4Sb12 の超伝導の特異性を担っていることを

たクーパー対形成に起因しているという提案もある

明白に示している。

[19]。Os を Ru に置換した PrRu4Sb12 も超伝導体で

なお、PrOs4Sb12 の ZF-µSR スペクトルには、上

あるが（TC=0.97 K）、その超伝導特性は PrOs4Sb12

述の静的な成分に加えて、動的に揺らぐ内場の成分

とは異なり従来型である（Sb-NQR スピン格子緩和

も観測されるが、元素置換系も含めた ZF-、LF-µSR

率 1/T1 には TC 直下でコヒーレンスピークが観測さ

測定により、それが超微細相互作用により増強され

れる [20]）。ZF-µSR には、TC 以下で自発的内場発

た

141

Pr 核磁性によるものとして定量的に理解でき

ることが示された [13]。

生は見られない [21]。磁束格子形成による TF-µSR
の緩和は、Hc2(=2kOe) が小さいためか、修正され

超伝導状態のパリティ（偶または奇は、スピン軌

た London モデルによる解析を必要とする。式 (1)

道相互作用が無視できる場合、スピン一重項または

の二流体モデルの解析は、非常に小さな温度依存の

スピン三重項に対応）は、通常 NMR や TF-µSR に

冪 n=1.44 を与えるが、その原因は理解できていな

よるナイトシフト測定（スピン磁化率を反映）によ

い [21]。PrRu4Sb12 も PrOs4Sb12 と類似した結晶場

り調べられる。PrOs4Sb12 のミュオンナイトシフト

準位構造を持つが、一重項 - 三重項の分裂は非常に

には、TC 以下で、偶パリティで期待されるスピン

大きい（～ 70K）。この差が、この両者の超伝導特

磁化率の低下がまったく見られず（図２参照）、奇

性の相違をもたらしている可能性がある。

パリティであることが示唆される [6]。Sb-NMR で

PrOs4Sb12 の 超 伝 導 相 は、Pr を La に、 ま た は

は、Sb 核（四極子を持つ）のサイトにおける電場

Os を Ru に 部 分 置 換 す る と、LaOs4Sb12 ま た は

勾配がデータ解析を複雑にすることと、ナイトシ

PrRu4Sb12 の従来型超伝導相に途切れることなく接

フトにスピン磁化率が十分に反映されないことか

続することがわかっている [22,23]。そこで、自発

ら、パリティの決定は困難であると考えられている

的内場の発生がどのように元素置換に依存するか

[14]。

ZF-µSR により調べられた [24]。La 置換では、徐々
に内場が消失していくのに対して（La 濃度 60％程
3 kOe
(i)
-0.004
(ii)
-0.006 (iii)

消滅してしまうことがわかった。La 置換と比べて
Ru 置換は、Pr イオンの局所環境により大きな影響

2.0K

を与えることが期待される（Pr-Ru 距離は Pr-La 距

0.02K

39

40

41

42

Frequency(MHz)

0.5

1

1.5

Temperature (K)

離の 1/2）。元素置換による、Pr イオン結晶場準位、
ラトリング特性、バンド構造の変更（この内のどれ
か、または、それらの複合効果）がその原因と考え

TC

-0.008
0

度までその存在が確認できる）、Ru 置換では数％で

3 kOe

Fourier Amplitude (a.u)

muon Knight shift

-0.002

2

2.5

られる。
3. 多彩な多極子秩序とその揺らぎ

図2

PrOs4Sb12 のミュオンナイトシフト。点線

PrFe4P12 は 6.5 K で Pr イ オ ン の 4f 電 子 に 起 因

は、偶パリティ超伝導で期待される理論的モデル

する相転移を示す [25]。磁化率は明瞭なピーク構

カーブを示す（W. Higemoto et al. [6] より）。

造を持つが、中性子散乱には磁気反射が見られな
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い [26]。Pr 核比熱から、秩序化した磁気双極子モ

くことである（秩序相内で Pr サイトは非等価な二

ーメントの大きさの上限が 0.03 µB/Pr と与えられ、 つのサイトに分裂するが、その内の一つでは、温度
これが非磁性多極子の秩序である可能性が高まった

を下げて行くと、結晶場基底状態が一重項から三重

[27]。さらに ZF-, TF-µSR 実験により、本質的に非

項へ入れ替わる）[32]。60K 以上では、4f 電子は

-3

磁性であることが確実になった（10 µB/Pr 以下） 伝導電子と強く混成しているが、60K 以下の非金
[28]。この系の不思議な点は、ROs4Sb12 系とは大

属相に入ると、温度降下に伴い伝導電子が徐々に消

きく異なり、核双極子磁場に起因する久保 - 鳥谷部

失していく。この温度依存する伝導電子との混成の

型の緩和が全く見られず、その代わり、動的に揺ら

効果が、4f 電子の結晶場効果に大きな変調をもた

ぐ内場が顕著に観測されることである（図３参照）。 らしたものとして理解できる（反強十六極子秩序と
この特徴は、6.5 K での相転移の前後でほとんど変

も表現可能である）[33]。ZF-µSR にも転移温度に

わらない。Pr 核磁性に起因する現象かもしれない。 異常は見られない [34]。降温にともない、動的な
最近の単結晶を用いた磁場中 31P-NMR により、Pr

内場の揺らぎが顕著になり、30K 以下で緩和率が

イオンが局所的な対称性の低下を伴わない Γ1 型秩

大きく増大するが、LF-µSR からこれは動的成分に

序変数であることが示された [29]（四極子秩序の可

起因したものであることがわかる。一つの Pr サイ

能性が否定されたが、十六極子秩序の可能性はあ

トは三重項基底状態を持つので（しかし、少なくと

る）。秩序が立方晶の対称性を保った Γ1 型であるこ

も 20mK 以上では磁気秩序しない）、この Pr 磁気

とが、転移温度を境に磁気揺らぎに大きな異常が現

モーメントの揺らぎ（核磁気モーメントと結合して

れない原因かもしれない。[111] 方向に磁場を印加

いる）を捉えているものと考えられる。

すると、高磁場中に B 相と名づけられた新たな秩

SmRu4P12 は、TMI=16.5 K と T*=14 K の二つの温

序相が現れることが見出された [30]。この相の詳

度で比熱異常を示すことから（後者は磁場中で顕著

細は不明であり、µSR で調べる価値があるだろう。

になる）[35,36]、多極子がからんだ逐次相転移が
低温で発現している可能性が高まった。磁場印加で
TMI が高温側にシフトする振る舞いは、CeB6 に見ら
れるものと類似しており [37]、この可能性を支持
している。弾性定数の温度依存に見られるソフト化
から、TMI における八極子秩序の可能性が議論され
た [38]。八極子秩序は時間反転対称性を破ってい
るため、ZF-µSR は研究の有力な手段になる。実際
に行われた実験は、TMI 以下で発生する自発的内部
磁場を捉え、時間反転対称性の破れが確認された
[39,40]。T* では、他のゼロ磁場での物理量と同様に、
ZF-µSR でも明確な異常が見られず、この異常の起
源は現在でも不明である。少なくとも十分低温では、
Sm 核比熱から 0.3 µB の大きさの Sm 4f 磁気双極子

図3

PrFe4P12 の 緩 和 率 の 温 度 依 存 [28]。ZF-

モーメントが秩序化していることがわかり、同じ対

µSR スペクトルは A exp( − λt) 型の緩和を示す。

称性（Γ4u）を持つ双極子と八極子が同時に秩序変
数に寄与している可能性がある [41]。

PrRu4P12 の 60K における金属 - 非金属転移 [31]

本系で着目すべき µSR 実験の成果は、３K にお

も、同様に Γ1 型の秩序であることが最近わかって

ける新たな異常の発見 [40] である。動的な内場の

きた。PrFe4P12 と異なり、磁化率に異常が見られな

揺らぎが存在し、TMI 以下で降温とともに顕著にな

いことから、非磁性の秩序であることは研究初期か

る。緩和の温度依存（図 4）は、３K にあたかも相

ら明らかであった。この相転移の面白い点は、非弾

転移に見える鋭いピーク構造を示した後、低温側で

性中性子散乱により示されたように、4f 電子の結

急激に減少する。秩序変数である八極子のなんらか

晶場準位が転移温度以下で激しく温度に依存して動

の揺らぎがこの異常をもたらしている可能性がある

24

「めそん」No.27, 2008 年

春

特集「重い電子系の µSR」

が、明確な理解には至っていない。

Amsterdam, 2003) Vol. 33, p. 1 をご参照ください。

CeOs4Sb12 は、 約 １K で 相 転 移 す る。 こ の 相 転

[2] E.D.Bauer et al., Phys. Rev. B 65 (2002)

移 に 伴 う エ ン ト ロ ピ ー 変 化 が R ln2 の ~5 ％ し か

100506(R).

ないことから、不純物相に起因するものと思われ

[3] K. Izawa et al., Phys. Rev. Lett. 90 (2003)

た が [42]、 そ の 後 の NQR[43] や µSR[34] に よ り、 117001.
CeOs4Sb12 の本質的な磁気転移であることが明らか

[4] E.E.M. Chia et al., Phys. Rev. Lett. 91 (2003)

になった。磁場 - 温度相図 [44] において、高磁場

247003.

側に上記の磁気秩序とは異なる秩序変数を持った相

[5] Y. Aoki et al., Phys. Rev. Lett. 91 (2003)

が存在するように見え、この転移温度は右上がりの

067003. 固体物理 39 (2004) 279. 日本物理学会誌

振る舞いを示している。最近の、単結晶を用いた研

59 (2004) 467.

究から、多極子が関与した相転移の可能性が高まっ

[6] W. Higemoto et al., Phys. Rev. B 75 (2007)

てきた。ここでも µSR が有力な手がかりを与えて

020510(R).

くれるものと期待している。

[7] G. Seyfarth et al., Phys. Rev. Lett. 95 (2005)
107004、ibid. 97 (2006) 236403.

-1

Longitudinal relaxation rate λLF (µs )

[8] D.E. MacLaughlin et al., Phys. Rev. Lett. 89
SmRu4P12

0.6

LF 0.1 T

[9] G. M. Luke et al., Nature 394 (1998) 558.
[10] 時間反転対称性が破れた超伝導体 Sr2RuO4 で
も、TF-µSR と 高 周 波 表 面 測 定 の 間 で、 得 ら れ る

0.4

λ(T) に 相 違 が 見 ら れ、 時 間 反 転 対 称 性 の 破 れ と
の関連が議論されている。L. Shu et al., Physica B

0.2

0

(2002) 157001.

374–375 (2006) 247.
[11] 内場発生が見られない超伝導体として、例え
0

5

10
T(K)

15

ば CeCoIn5：W. Higemoto et al., J. Phys. Soc. Jpn.
71 (2002) 1023.
[12] Y. Aoki et al., Physica B 359-361 (2005) 895.

図4

SmRu4P12 の縦緩和の温度依存（T.U. Ito et

al. [40] より）。

[13] L. Shu et al., Phys. Rev. B 76 (2007) 014527.
[14] H. Tou et al., private communication.
[15] E. A. Goremychkin et al., Phys. Rev. Lett. 93

4. 最後に

(2004) 157003.

本稿では、µSR による充填スクッテルダイトの研

[16] Y. Aoki et al., J. Phys. Soc. Jpn. 71 (2002)

究を駆け足で眺めた。本化合物系での非従来型超伝

2098.

導や多極子の物性研究において、µSR が重要な成果

[17] M. Kohgi et al., J. Phys. Soc. Jpn. 72 (2003)

をもたらしていることをご理解頂ければ幸いであ

1002.

る。未解決かつ重要な問題が残っていることを所々

[18] K. Kuwahara et al., Phys. Rev. Lett. 95 (2005)

で指摘したが、今後の µSR 実験により解き明かさ

107003.

れることを期待したい。

[19] 例 え ば、M. Koga et al., J. Phys. Soc. Jpn. 75
(2006) 014709.

参考文献

[20] M. Yogi et al., Phys. Rev. B 67 (2003)

[1] 例 え ば、 レ ビ ュ ー 論 文 Y. Aoki et al., J. Phys.

180501(R).

Soc. Jpn. 76 (2007) 051006, ibid. 74 (2005)

[21] D. T. Adroja et al., Phys. Rev. B 72 (2005)

209., B.C. Sales: in Handbook on the Physics and

184503.

Chemistry of Rare Earths, ed. K. A. Gschneidner, Jr.,

[22] C.R. Rotundu et al., Phys. Rev. B 73 (2006)

J.-C. G. Bunzli and V. K. Pecharsky (Elsevier Science,

014515.

「めそん」No.27, 2008 年

春

25

特集「重い電子系の µSR」

[23] N.A. Frederick et al., Phys. Rev. B 69 (2004)
024523.
[24] L. Shu et al., J. Magn. Magn. Mater. 310 (2007)
551.
[25] M.S. Torikachvili et al., Phys. Rev. B 36 (1987)
8660.
[26] L. Keller et al., J. Alloys Compd. 323-324
(2001) 516.
[27] Y. Aoki et al., Phys. Rev. B 65 (2002) 064446.
[28] Y. Aoki et al., in preparation.
[29] J. Kikuchi et al., J. Phys. Soc. Jpn. 76 (2007)
043705.
[30] T. Tayama et al., J. Phys. Soc. Jpn. 73 (2004)
3258.
[31] C. Sekine et al., Phys. Rev. Lett. 79 (1997)
3218.
[32] K. Iwasa et al., Phys. Rev. B 72 (2005) 024414.
[33] T. Takimoto, J. Phys. Soc. Jpn. 75 (2006)
034714.
[34] R.H. Saha et al., JPS spring meeting 2005.
[35] C. Sekine et al., in Science and Technology of
High Pressure, ed. M. H. Manghnani and M. F. Nicol
(Universities Press, Hyderabad, 2000) p. 826.
[36] K. Matsuhira et al., J. Phys. Soc. Jpn. 71 (2002)
Suppl., p. 237.
[37] 例 え ば、Shiina et al., J. Phys. Soc. Jpn. 66
(1997) 1741 を参照。
[38] M. Yoshizawa et al., J. Phys. Soc. Jpn. 74
(2005) 2141.
[39] K. Hachitani et al., J. Phys. Soc. Jpn. 75 (2006)
124712.
[40] T. U. Ito et al., J. Phys. Soc. Jpn. 76 (2007)
053707.
[41] Y. Aoki et al., J. Phys. Soc. Jpn. 76 (2007)
113703.
[42] E.D. Bauer et al., J. Phys.: Condens. Matter 13
(2001) 4495.
[43] M. Yogi et al., J. Phys. Soc. Jpn. 74 (2005)
1950.
[44] H. Sugawara et al., Phys. Rev. B 71 (2005)
125127.

26

「めそん」No.27, 2008 年

春

特集「重い電子系の µSR」

URu2Si2 における隠れた秩序・
超伝導・反強磁性の競合状態
北海道大学大学院理学研究院
網塚 浩
1. はじめに

規制物資であり、その化合物を日本から持ち出す

超伝導と磁性の相関は、p、d、f 電子系を問わ

のは事実上不可能である。そのため、Leiden 大、

ず強相関電子系全般における今日の中心的課題で

Mydosh グループに試料提供を依頼した。イメー

ある。f 電子による重い電子系の一つの特徴は、超

ジ炉を用いた FZ 法により、直径 7 mm ×長さ 20

伝導が明瞭な磁気秩序（もしくは何らかの秩序状

mm の大型単結晶が用意され、X 線および EPMA

態）の下で起こり、f 電子がその両方の性質を担う

による分析から単相であることが確認された。円柱

ことである。純粋な化合物に限っても、比較的大

長軸が a 軸であり、ミュオンは ac 面内に入射され

きな（0.5µB 程度の）磁気モーメントによる反強磁

る。この試料を圧力モニター用の鉛の薄片と共に外

性 (AF) 秩序と超伝導が共存する UPd2Al3、UNi2Al3、 径 24 mm 内径 8 mm の Cu-Be 製圧力容器に封入し、
CePt3Si や、非常に弱い（~ 0.01µB ）反強磁性（UPt3）

4

He 冷凍機を用いて約 1.5 K まで冷却して実験した。

や 強 磁 性（URhGe、UGe2） 秩 序 と 共 存 す る も の、 圧力媒体には n- ペンタン－イソアミルアルコール
さらには未知秩序相と超伝導が共存する URu2Si2 な

1:1 混合液を用い、最高発生圧は約 1.5 GPa であっ

どがある。ドープ系も含めると非常に多くの物質が

た。圧力セルからの信号はきれいな久保－鳥谷部関

発見されており、活発な研究が進められている。

数でフィットして差し引けることが分かっており、

本稿で取り上げる URu2Si2（体心正方晶 ThCr2Si2

本実験のセットアップでは、全初期アシンメトリー

型構造）は、To = 17.5 K で 5f 電子が何らかの秩序

に占める試料からの信号の割合は、約 30 %程度で

状態（隠れた秩序 (HO) と呼ばれる）に 2 次相転移し、 あった [10]。
さらに低温の Tc ~ 1.4 K で異方的超伝導転移を示す

図 1 に初期ミュオンスピン偏極方向 P(0) を a 軸

物質である [1-3]。To 付近より低温で µord = 0.03µB/

方向に選んだ場合の典型的な ZF-µSR スペクトル (T

U 程度の Type-I AF 秩序の発達が観測されることか

= 7 K) を示す。P = 0.46 GPa では緩やかな緩和以外

ら、SDW と超伝導の共存系と当初考えられた [4]。 に有意な変化は見られないが、0.85 GPa では明瞭
しかし最近、静水圧下中性子散乱で AF 磁気反射が

な回転成分が発生している様子が分かる。このよう

著しく増強される振る舞いが見つかり [5]、その後、 な回転成分は、調べた圧力点においては 0.5 GPa ま
静 水 圧 下 29Si-NMR[6]、µSR 実 験 [7,8] に お い て 2

では無く、0.6 GPa 以上の圧力において観測された。

相分離が観測されるに至り、SDW と信じられてい

また、初期偏極 P(0) // c に対しては全ての圧力で

た弱い反強磁性が、高圧領域にある AF 相（0.4µB/U） 回転成分は観測されなかった。回転成分の振幅の角
の HO への混在を見ていたに過ぎず、常圧秩序相の

度依存性から、内場はミュオンサイトで c 軸方向に

本質ではないことが明らかとなった [9]。中性子散

発生していることがわかり、中性子散乱実験で確認

乱と NMR、µSR が相補的に活用された一つの典型

されている AF 秩序構造と矛盾しない。

例といえる。ここでは静水圧下 µSR 実験について
振り返り、その後最近の展開について紹介する。

これら ZF-µSR スペクトルは次式で良くフィット
される。
A P(t) = Acell gz(t) + Aosc exp(-λosct) cos(2πνt)

2. URu2Si2 の高圧下 µSR 実験

		

+ A1exp(-λ1t)

(1)

URu2Si2 の高圧下ゼロ磁場ミュオンスピン緩和

ただし、初項、gz(t) は線幅 σKT = 0.345 µs-1 の久保

(ZF-µSR) 実験をスイス PSI (Paul Scherrer Institute)

－鳥谷部関数で、上述の Cu-Be セルについての校

内、 高 エ ネ ル ギ ー ビ ー ム ラ イ ン µE1（pµ~ 105

正曲線である [10]。第 2 項、第 3 項が試料からの

MeV/c） に お い て 実 施 し た [7,8]。 ウ ラ ン は 国 際

信号であり、それぞれ自発的回転成分と緩やかな緩
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図2

T = 7 K における AF 体積分率と周波数の圧

力依存性 [8]。

URu2Si2 の静水圧下 ZF-µSR スペクトルの



例。実線は本文中の式 (1) によるフィットを示す

和成分を表している。横磁場をかけたデータから総
アシンメトリー A は約 27 %と見積もられ、結晶内
で反強磁性が発生している体積の結晶全体に占める
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求めた。図 1 中、0.85 GPa (T = 7 K) のデータのフ
ィットからは、vAF = 80 ± 15 % となり、ほぼ試料
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の値は、Luke らによる ” 常圧 ” の実験で報告され
た値とよく一致する [11]。0.56 GPa より低圧のデ
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割合（AF 体積分率 vAF）は、Aosc / (A – Acell) により

きの回転成分の周波数は ν= 8.25 ± 0.01 MHz、緩
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全域が AF 状態であると結論される。また、このと
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が誤差範囲内の 15 %以下となっていることを意味

図3

する。

トルの式 (1) によるフィットから得られた種々パ

図 2 は、7 K で求めた vAF と ν の圧力依存性である。

P = 0.7, 0.85 GPa における ZF-µSR スペク

ラメータの温度変化 [7]。

vAF の増加は誤差を考慮しても as grown 試料の方が
幅広い。この違いは、試料内部の応力分布の大小に

ν(T) のオンセットは立ち上がりの鋭い 3D-Ising モ

起因するものと考えられる。後述するように、別の

デルを用いて見積もっても To を超えて 20 K 付近

結晶では、反強磁性領域が 0.1 GPa 程度の非常に狭

となる。この結果は、AF 相がこれらの圧力点にお

い圧力範囲内でほぼゼロから 100 %へと成長する

いて HO 相からの 1 次相転移として発現している

場合があることを最近私達は確認している。スペク

ことを示す証拠といえる。この ν(T) のオンセット、

トルのフィットにより得られた AF 秩序領域に関す

すなわちネール点 TN は、本実験の最高圧 1.48 GPa

る各パラメータの温度依存性は図 3 の様になる。

のデータにおいて確認できる（図 4）。この圧では

P = 0.7 GPa、0.85 GPa と も に、vAF の 増 加 し 始

試料全体が AF 状態であり、ν(T) が零より連続的

める温度は明らかに To より低い。一方、回転周波

に増大する。すなわち、通常の AF 秩序同様、転移

数は圧力に依らず、その温度変化は緩やかであり、 は 2 次となっている。また、TN 直下では内場の揺
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らぎを反映した緩和率 λosc の著しい増大が観測され

る交流磁化率測定を行った。このセルに入る径の小

た。一方、十分低温における有限の λosc は、AF 秩

さな単結晶を作成したところ、興味深いことに常圧

序の静的な不完全性に起因すると考えられる。

での AF 磁気散乱が従来の報告よりも桁違いに弱く、

以上の高圧下 µSR 実験によって得られた結果は、 かつ明らかに To より低温から発生していることが
それ以前に行われた NMR 実験の結果 [6] と定性的

わかった [15,16]。さらに、圧力を印加すると、AF

に一致し、HO-AF 相転移が 1 次相転移であること

磁気散乱強度は約 0.5 GPa で非常に鋭く増加し、同

を明らかにした。しかし、2 相分離領域が強い試料

時に超伝導による完全反磁性の信号が消失すること

依存性を持つことも判明した。初期の Luke らによ

がわかった。フロリナートとダフネオイルの 2 種

る回転成分の報告は、試料によっては常圧下でも

類の圧力媒体について比較した結果、より静水圧の

結晶内の約 10%で AF 相が発生しうることを意味す

良い後者で転移圧が若干下がったが、いずれにおい

る。このような事実から、この系の高圧下の物性を

ても AF 相と超伝導相は体積率が転移圧で入れ替わ

議論するためには、試料の質や圧力条件に細心の注

る振る舞いを示した（図 5）。

意を払う必要性があることが分かった。
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µSR スペクトルおよび回転成分の (b) 周波数と (c)

図 5 χac および中性子散乱実験より得られた超

緩和率の温度変化 [8]。

伝導と反強磁性の体積分率の圧力変化 [16]。

3. 最近の展開
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より、この物質の高圧下物性に関する研究が展開さ
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この系について信頼できる相図を得ようと試みた。
外径 10 mm 内径 2.6 mm の小型 Cu-Be セル（岡山大、

図6

小林グループによる製作・提供）を用い、中性子散

ル、黒はフロリナートを媒体として用いた結果）

乱実験による AF 秩序の直接観測と ac 磁化率によ

[16]。
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常圧での弱い反強磁性が試料に一様な性質では

は 29Si-NMR の試料依存性を綿密に調べ、Si サイト

ないことは、最近の高木らによる精密 NMR 実験か

ではこの内場が c 面内にのみ発生していることを明

らも明らかであるが [17]、この結果は、中性子散

らかにし、これを説明し得る磁気八極子の対称性と

乱の特性時間スケールでみても、弱い反強磁性が

波数を議論している。さらには 101Ru-NQR に基づ

HO に本質的では無いことを決定づける証拠といえ

き四極子も誘起される可能性を指摘している [21]。

る。また、超伝導は当初考えられていた様に反強磁

現在、この系の高次多極子秩序の可能性を探るため

性と共存して起こるのでは無く、競合していること

に、共鳴 X 線散乱、高波数域における中性子散乱

が明確となった。この系の超伝導の相関長と臨界磁

などの微視的実験が精力的に進められており、秩序

場を考慮すると、AF 秩序による内場によって超伝

変数の直接観測に大きな期待が寄せられている。

導が抑制されたとは考えにくい。観測結果は、ク
ーパー対を媒介する引力相互作用が HO 相にはある
が、AF 相には無いことを示唆する。HO 状態には

高 圧 下 µSR 実 験 は、A. Schenck、D. Andreica、
F.N. Gygax、A. Amato、Ying Kei Huang、J.A.
Mydosh、横山淳、天谷健一、伊藤征一朗、都福仁
の各氏、常圧 µSR 実験は、横山淳、宮崎志功、髭本亘、



永嶺謙忠の各氏との共同研究である。
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３ｄ電子系における重い電子状態
高エネルギー加速器研究機構ミュオン科学研究系
幸田 章宏
冒頭からタイトルに関係のない思い出話で申し訳

にともなうと見られる Fermi 準位近傍でのするどい

ないが、筆者にとってどうしても忘れられない印象

状態密度ピークの出現が見出されたことである [5]。

深い講演がある。筆者が駆け出しも駆け出し、まだ

さらに強磁場磁化過程でのメタ磁性転移の観測 [6]

博士課程にはいって間もない頃だったと思う。正月

など、どれもこれも f 電子系重い電子との類似性を

に行われた重い電子系の研究会で都立大の神木先生

強く示唆する結果ばかりである。本当に Kondo 効

が Yb4As3[1] について講演をされた。曰く「この物

果がこの物質の重い電子状態の本質なのだろうか？

質は重い電子系ではありません」と。重い電子系の

LiV2O4 で磁性を担う V イオンの 3d 電子はよく知

研究会で「重い電子系ではない」という講演をまさ

られているように立方対称の結晶場では t2g 軌道

か聴くとは思っていなかった筆者はたいへん面食ら

と eg 軌道に分裂している。形式価数 +3.5 のこの物

ったのだが、その明快な実験結果を説明される神木

質では、t2g 軌道には V サイトあたり 1.5 個の電子

先生の講演を聞きいるにつれ、先入観にとらわれず

が存在する。さらに VO6 八面体に三方晶系の歪が

実験結果に真摯に向きあう姿勢の大切さを筆者は学

存在することにより、t2g 軌道は a1g 軌道と eg 軌道

ぶことができた（つもりである）。

に分裂していると考えられる。Anisimov らは、こ

さて、与太話はこれくらいにしよう。本特集の他

の a1g 軌道にある d 電子が局在スピンとして振舞

の寄稿を読むと分かるように、重い電子というと

い eg 軌道の遍歴電子を散乱することにより近藤格

f 電子系、f 電子系というと重い電子というくらい

子と見なせるのではないかと考えた [7]。しかしな

に、「重い電子」という言葉は今日では高濃度近藤

がら on-site では Hund 則による強い強磁性相互作

格子の代名詞ともなっている。3d 電子系で重い電

用がはたらくため、隣接するサイト間での Kondo

子とはなんだ？とお思いの読者も多いことだろう。
もっとも直感的な説明としては Mott 転移近傍での
Brinkman-Rice 理論が示すところの有効質量 m* の
増大である [2]。つまり強相関電子系と呼ばれるも
のは、多かれ少なかれ「重い」のである。この問題
に一石を投じる報告がおよそ 10 年前に出された。
LiV2O4 である [3, 4]。極低温下で見られる増大した
電子比熱係数（～ 420 mJ/mol K2）や帯磁率、ま
た電気抵抗の T2 則など、いずれも f 電子系の重い
電子状態と共通する特徴であるが、重要なことはこ
れらが高温での Curie-Weiss 的振舞いから温度低下
にともなってある特徴的な温度（f 電子系重い電子
でいうところの Kondo 温度 TK）以下において出現
するということである（図 1）。このことは、まる
でこの物質での重い電子状態出現の機構が局在スピ
ンと遍歴電子の Kondo 効果によると示唆している
ようである。
最近、さらに実験では進展が見られている。特筆
すべきは光電子分光測定により重い電子状態の形成
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図1

LiV2O4 の電気抵抗、比熱、帯磁率、ホー

ル係数の温度変化（Ref. [4]）

「めそん」No.27, 2008 年

春

特集「重い電子系の µSR」

singlet の形成を考えねばならないなど、やや直感

化していない。これは状態密度に大きな変化がな

に訴えない主張でもあるように思える。最近では、 いことを意味している。この振舞いは Ca2-xSrxRuO4
むしろ a1g そのものの Coulomb 斥力が重い電子状

(x~0.5) のような Mott 転移から相図上やや離れた位

態の原因であると、その主張をシフトしてきている

置でカスプ状に状態密度の増大が見られる系とは異

[8]。これはバンド間の Coulomb 斥力が重要あると

なっている [18]。さらに対照的に緩和率 T1-1 の測

の Kusunose らの指摘と同じ方向である [9]。

定では圧力印加とともに Korringa 則から大きくず

ま た 一 方 で、 こ の よ う な conventional な 重 い

れ、低温にむかって (T1T)-1 が発散していくような

電子の出現とは全く違う立場をとる理論もある。 振舞いが観測されている。すなわち、Knight shift
LiV2O4 の V イオンは磁気フラストレーションの舞

の結果とあわせて考えてみると、q=0 以外の動的帯

台として有名なパイロクロア格子を形成している。 磁率の成分が発達していることを示唆する結果であ
そのため、反強磁性的スピン相互作用がある場合に

る。一般的に f 電子系の重い電子状態では加圧にと

は磁気フラストレーションの存在が期待される。こ

もない混成が強くなればより Fermi 液体的な特性

の事実は他に LiV2O4 同様、エンハンスした状態密

が強まり、このような磁気ゆらぎは抑制される傾向

度の見出されている C15 ラーベス相 Y(Sc)Mn2 [10]

にある。このような対照的な挙動は LiV2O4 の重い

や γ-NaxCo2O4 (1<x<1.5) [11] と共通の磁気フラス

電子状態に迫る鍵かもしれない。

トレーションという物理的背景を抱えていることを

さて、ここまで長々と実験・理論のアプローチに

強く示唆している。ただし、磁気フラストレーショ

ついてレビューしてきたが、めそん読者ならきっと

ンが磁気秩序の出現を抑制し、結果として相対的に

こう思われるだろう。この問題に µSR は何か答え

より弱い電子相関が顔を覗かせているのか、あるい

を与えたのか、と。筆者自身の感想としてはあと一

は磁気フラストレーション自体が本質的な役割を担

歩というところまで迫っているように思える。まず

っているのか、実験はまだ十分に答えられてはいな

第一に磁気的 2 成分の存在を見出したことである

い。理論の試みとしては、磁気フラストレーション （図 2）[19, 20]。反強磁性のみでなく強磁性のゆら
の存在する系における低次元的な相関が盛んに研究

ぎも存在していることは従来から NMR や中性子散

されている [12, 13]。

乱測定から指摘されていた [21-23]。我々の測定に

最後のキーワードとしては金属－絶縁体（MI） 見られる 2 成分がこのゆらぎの二重性に対応する
転移近傍が挙げられるだろう。LiV2O4 は圧力を印

ものかどうかの判断は難しいが、少なくとも双極子

加すると電荷秩序を想起させる構造転移と MI 転移

幅の異なる 2 種類の磁気モーメントが存在してい

を示すことが知られている [14, 15]。Fulde らは、 るように見える（ミュオンに複数サイトないのか？
この物質が強い相関により電荷秩序近傍にあること
4+

3+

に 着 目 し て、effective に S=1/2(V ) と S=1(V ) の

とか、不純物の可能性は？といったより精密な議論
は文献にあげた論文を参照して欲しい）。

2 種類の低次元磁性鎖の混じり合った状態と見なせ
るのではないか、と考えた [16]。これは冒頭で挙
げた Yb4As3 が電荷秩序にともなって低次元磁性体
となることに通じるアイデアである。S=1/2 の磁性
鎖にはスピン波励起が存在することから、低温で T
に比例する比熱の寄与を与えることになる。残念な
がらと言うべきか、現実の常圧の系ではそのような
電荷秩序はおこっていない。また最近のパルス強磁
場の実験では磁化過程が低次元磁性体で期待される
ものと異なるという指摘がなされている [6]。
ところで MI 転移に至る過程で重い電子状態はど
う変化するのだろうか。興味深い結果が圧力下 7LiNMR 測定で報告されている [17]。それによると、

図2

MI 転移付近まで Knight shift は圧力でほとんど変

試料は単結晶（Ref. [20]）
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もう一つの重要なポイントは Li を Zn 置換した試
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µSR 法による
プルトニウム化合物の磁性と超伝導
日本原子力研究開発機構先端基礎研究センター
大石 一城
1. はじめに

50

ウランやプルトニウムなどのアクチノイド元素
は、核燃料及びその副産物として重要である一方、

40

原子体積 [Å3]

磁性や超伝導など、強相関電子系物理の対象として
も興味深い元素である。周期表で最後に登場するア
クチニウムからローレンシウムまでがアクチノイド
元素である。これらの中でも天然に存在するのはト

ランタノイド(4f)

30

δ-Pu
α-Pu

20
10

リウムとウランのみであり、それ以外の元素は原子
炉内の核反応によって生成される人工元素である。

0

ランタノイド
アクチノイド
遷移金属

アクチノイド元素及びその化合物を特徴づけている
のは、これらの元素が持つ 5f 電子である。図 1 に

アクチノイド(5f)

遷移金属(3d)
La Ce Pr Nd PmSmEu Gd Tb Dy Ho Er TmYb Lu
Ac Th Pa U NpPu AmCmBk Cf Es
Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu

ランタノイド元素、遷移金属元素及びアクチノイド

図1

元素の原子体積の価電子数依存性を示す [1]。3 価

び遷移金属 ( △ ) の原子体積の価電子数依存性

のイオンが安定で局在的なランタノイド元素では、

[1]。

アクチノイド ( ● )、ランタノイド ( □ ) 及

2 価金属のユーロピウム及びイッテルビウムを除
き、原子体積は価電子数によらず、かつ大きい値を

また最近ではネプツニウム化合物 NpPd5Al2 (Tc = 5

示す。一方、遍歴的な遷移金属元素では価電子数の

K) [4] で新しい超伝導体が発見さるなど、アクチノ

増加と共に急激に減少していく。これらに反し、ア

イド元素を含む 5f 電子系化合物への関心が高まっ

クチノイド元素では、アクチニウムからネプツニウ

てきている。

ムまでの軽アクチノイドとアメリシウム以降の重ア

ここで本題に移る前に、プルトニウム化合物で

クチノイド元素とで大きな変化を示す。すなわち、 の “ キーワード ” となる、自己照射効果 ( プルトニ
価電子数の増加に伴い軽アクチノイド元素でみられ

ウムの自己崩壊による照射効果 ) について紹介する

る遍歴電子系から、重アクチノイド元素での局在電

ことにする。今回我々が使用したプルトニウム試

子系への明瞭な移り変わりがある。図 1 中、α-Pu

料は、大部分が 239Pu (93.7% ) であり残りの数%は

及び δ-Pu と示したように、プルトニウムはまさに

240

これらの両者の中間に位置し、遍歴電子系から局在

いる。従って、ここでは主成分の 239Pu の崩壊を考

電子系への統一的理解を得るためにも重要な元素で

慮する。239Pu の半減期は 24,000 年でありα崩壊

あるといえる。

をして、235U とα粒子を放出し、結晶中に格子欠陥

Pu (5.86% ) 及び 238Pu (0.17% ) などが含まれて

これまでにも天然に存在するウランについては、 を生成する。この自己照射効果による格子欠陥は、
伝導電子の有効質量が増大している重い電子状態

約 5 MeV のエネルギーを有するα粒子によって生

や、通常の BCS 型ではない異方的超伝導ギャップ

成される欠陥と約 86 keV の U によって生成される

をもつ超伝導が発見され、5f 電子系に関する研究

欠陥がある。これらの欠陥は、α粒子や U によっ

が活発に行われている。本稿でも紹介するように

て格子点の元素がはじかれ、原子空孔と格子間原子

2002 年には、プルトニウムを含む化合物 PuCoGa5

を生成するフレンケル欠陥及び崩壊により生成され

(Tc = 18.5 K) [2] 及び PuRhGa5 (Tc = 9 K) [3] が、従

る副産物としての He 及び U 等の点欠陥に区別され

来の重い電子系超伝導体に比べて一桁も大きい転移

る。フレンケル欠陥に関しては、α-Pu 及び δ-Pu の

温度で超伝導になることが発見され注目を集めた。 両方の試料において、室温では格子の熱振動による
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アニール効果によりほぼ完全に (α-Pu : >95% ,δ-Pu

8

: 100% ) 格子欠陥は回復される [5]。ただし、Pu の
以下、本稿では我々がこれまでに行ってきたプル
トニウム金属の磁性 [6,7]、及びプルトニウム超伝
導体のユニークな性質 [8,9] を µSR 法を用いて研究
を行ってきたので、その結果を紹介したい。

δ

7
格子定数の変化 [%]

崩壊により生成された He や U は蓄積されていく。

6

液体

β

4
3
2
0

アクチノイド系金属の特徴として、数多くの結晶

e

γ

5

プルトニウム

1

2. プルトニウム金属の磁性 [6,7]

δ'

α
0

構造を有することがあげられる。これは 5f 電子の

アルミニウム

200

400
温度 [℃]

600

800

金属結合への関与が、電子数と原子間距離によって

図2

プルトニウム金属及びアルミニウム金属の

大きく変化している為と考えられている。その一例

格子定数および結晶構造の温度変化 [10]。

として、プルトニウム金属の結晶構造の温度変化を
図 2 に示す [10]。比較のためにアルミニウム金属

らず、δ-Pu の基底状態は明らかになっていなかっ

の様子も示している。アルミニウム金属に比べて、 た。たとえば、中性子散乱実験からは、δ-Pu の磁
プルトニウム金属が非常に複雑な変化を示している

気モーメントの上限は 0.4-0.04 µB 程度であるとの

ことが分かる。プルトニウム金属は、約 640℃で

報告があるものの、磁気秩序の確認には至っていな

液体になるまでの間に図 2 に示すように、6 つもの

い [14]。そこで我々は、α-Pu 及びガリウムを混ぜ

異なる結晶構造をとることが知られている。このよ

ることで構造を安定化させた δ-Pu の磁性を µSR 法

うに結晶構造の変化を伴った相転移が起こる金属は

を用いて微視的な観点から探った。

きわめてまれであり、理論的にも金属学的にもその

µSR 実験はカナダ TRIUMF の M20 ビームライン

解釈が興味の対象となっている。特に、δ-Pu はも

で行った。放射性元素を用いているため、クライオ

っとも単純な面心立方格子を組みながら熱膨張係数

スタットの脇にはα線検出器を設置し、常時モニタ

は負の値をとり、温度上昇と共に収縮する。このよ

リングを行った。また、試料空間の真空維持のため、

うな特異な変化の原因は、定性的にプルトニウム金

実験中はポンプ直前の圧が常時 7 × 10-5 Torr 以下

属の持つ 5f 電子の金属結合に関係した、遍歴と局

を維持するようにした。プルトニウム試料はカプト

在の拮抗する領域の問題として議論されている。つ

ンでコーティングしたものを、µSR 測定用に作製し

まり、温度上昇と共に起こる大きな体積膨張により

たチタン製のセルにヘリウムガス雰囲気で密封し、

α-Pu でみられる 5f 電子の遍歴性がバンド幅の減少

そのセルをクライオスタットのコールドヘッドに取

を伴って一次転移的な構造変化によってより局在的

り付けた。

に変化していくというものである。これは図 1 の

まず始めに、µSR 測定中にこの自己照射効果によ

α-Pu 及び δ-Pu の原子体積の値からも推測される。 る影響が観測されるのか否かを調べるため、α-Pu
6 つの固体相のうち、もっとも格子定数の変化が大

及び δ-Pu 試料を T = 4 K で 9 時間維持し、2 時間

きい δ-Pu では低温で安定な α-Pu の約 26%も体積

おきに µSR 測定を行った。図 3 に示したように、

が大きくなる。この大きな体積変化を説明するため

久保－鳥谷部関数で得られた D に有意な差は観測

に多くの理論的考察が行われ、5f 電子が局在する

されず、自己照射による欠陥の蓄積効果は観測され

ことにより体積がひろがるとの見解が示唆された

なかった。以上の結果を踏まえて、図 4 に δ-Pu 及

[11]。これを支持するように、最近の光電子分光測

び α-Pu 試料でゼロ磁場下で得られたミュオンスピ

定から一部の 5f 電子が局在するとの結果が得られ

ン緩和率の温度依存性を示す。ミュオンスピン緩和

ている [12]。更には、局在した電子により δ-Pu で

率の大きさから見積もられる内部磁場は低温におい

は磁気秩序状態が発達することが多くの理論から

ても ~50 mT 程度の微弱な磁場であり、これは Pu

期待されてきた [13]。しかしながら、実験的には

の原子核が作る双極子磁場と考えられることから、

δ-Pu において磁気秩序を観測するにはいたってお

低温においても電子スピンの作る内部磁場の発達は
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図3

α-Pu 及び δ-Pu における T = 4 K、ゼロ磁

場下で久保－鳥谷部関数によるフィッティングに
より得られた Δ の測定時間依存性。
なく、磁気秩序は存在しないと結論付けられた。同
様の結果は α-Pu でも観測されており、やはり非磁

図 4 δ-Pu 及び α-Pu 試料のゼロ磁場下における

性の基底状態を持つものと結論付けられる。

ミュオンスピン緩和率の温度依存性。

ここで、両方のプルトニウム金属で観測された
緩和率から磁気モーメントの上限値を見積もって

超伝導体及び重い電子系超伝導体のちょうど中間に

みる。ミュオンナイトシフト測定より f 電子系物質

位置することから、これら 2 つの超伝導を結びつ

で観測される典型的な超微細相互作用結合定数は A

ける物質として注目されている。

-1

プルトニウム超伝導体における「高温」超伝導の

より、T = 4 K における磁気モーメントは µord ≤ Δ/

起源は何なのか？ NMR/NQR 実験によれば、1/T1

~ 0.1 T/µB である。この値と測定値の Δ ≤ 0.05 µs
-3

(A γµ) ~ 10 µB と見積もられる。この値は、磁気秩

にコヒーレンスピークは観測されず Tc 以下で ~T3

序の存在が示唆されていない α-Pu では妥当な結果

に振舞うこと [19,20]、更には Tc 以下でナイトシフ

であるといえる。一方、δ-Pu でも T ≥ 4 K で磁気秩

トが減少すること [19] から d 波超伝導体であるこ

序が存在することを否定する結果が得られたことか

とが示唆された。また、理論的にもこの結晶構造

ら、δ-Pu で 1 µB 程度の磁気モーメントの存在を示

特有の擬 2 次元性を考えると、シリンダー型のフ

唆するモデルとは相容れないことを示した。以上よ

ェルミ面を持つことが期待され、スピン揺らぎを

り、我々の結果は δ-Pu では近藤効果による非磁性

媒介とした d 波超伝導体であることが示唆された

状態を示唆するモデル [15] を支持する結果が得ら

[21-23]。

れた。

一方、プルトニウム超伝導体に特有の特徴として、
PuCoGa5 及び PuRhGa5 では自己照射効果によりそ

3. プルトニウム超伝導体 PuCoGa5 [8,9]

れぞれ Tc が -0.24K/ 月及び -0.39K/ 月の割合で減

冒頭でも述べたように、2002 年米国ロスアラモ

少することが ITU のグループによって報告された

ス国立研究所により PuCoGa5 において Tc0 = 18.5 K

[24]。我々は、PuCoGa5 超伝導体における自己照射

の超伝導が、またその翌年、欧州超ウラン元素研究

効果が超伝導に及ぼす影響を調べるため、単結晶を

所 (ITU) により PuRhGa5 で Tc0 = 9 K の超伝導が発

用いて H // c の条件で横磁場測定を 2 回に渡って

見された [2,3]。これらの超伝導体は HoCoGa5 型と

行った。使用した単結晶試料は同一のものを用いて

呼ばれる結晶構造をとり、この結晶構造を持つ Ce

おり、1 回目の測定は単結晶作製から 25 日経過し

化合物にはいくつかの重い電子系超伝導体が発見さ

たものを ( 以後、fresh 試料 )、2 回目は 400 日経

れている [16-18]。また、超伝導転移温度とスピン

過した試料 ( 同、aged 試料 ) を用いて行った。µSR

揺らぎの関係を見ると、PuCoGa5 は銅酸化物高温

測定は H = 60 mT 及び 0.3 T の条件でプルトニウ
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図6
図5

PuCoGa5
H0 = 60 mT

fresh 及び aged 試料におけるミュオンスピ

ン緩和率の温度依存性。

試料における 60 mT、3 K での FFT スペクトル。
チタン製セルからのシグナルは除去済み。

いてほとんど温度に依存していない。その値は σn
~ 0.2 µs-1 であり、PuCoGa5 と同じ結晶構造を持つ

ム金属での実験と同様のセットアップで、TRIUMF

CeRhIn5 と同じサイトにミュオンが止まっていると

の M20 ビームラインで行った。

すると [25]、核双極子磁場による緩和は 0.21 µs-1

図 5 に両方の試料で得られた高速フーリエ変換

と見積もられ、非常に良い一致を示している。更に

(FFT) の図を示す。この図では試料からのシグナル

は、aged 試料での σn は fresh のそれと大きな差が

のみを表示している。図からもわかるように、磁束

ないことから、自己照射効果によりミュオンサイト

格子における磁場分布に、磁束コア情報を導出する

が影響を受けること、すなわち、ミュオンは選択的

ための高磁場側の裾を引いたスペクトルは観測され

に格子欠陥に止まっている様なことはないと考えら

なかった。このため得られたスペクトルは、試料か

れる。

らのシグナル及びチタン製セルからのシグナルを考

こ こ で、 磁 束 格 子 形 成 に よ る 線 幅 σν は、σ 及

慮して、以下のガウス関数で解析を行った。

び σn を用いて、σν2 = σ2 - σn2 の関係が成り立つ。

A0 Gz(t) = ∑ Ai cos(wit+f) exp(-si2t2/2)

σn の 平 均 値 は fresh 及 び aged 試 料 で そ れ ぞ れ、

ここで、i = 1 は試料からの成分、i = 2 はチタン

0.204(3) µs-1 及び 0.227(3) µs-1 となった。磁束格

製セルからの成分である。解析の結果、A1 / A2 ~

子に歪がなく、理想的な三角格子を組んでいると仮

-1

1/2 および σ2 = 0.014 µs となった。これより得ら

定した場合、磁場進入長 λ は σν を用いて以下の式

れた σ1 の温度依存性を図 6 に示した。両方の試料

で求めることができる [26]。

2

i=1

において、Tc 以下では温度の減少と共に σ の増加

sn(µs-1) = 48300 (1-h) [1+3.9(1-h)2]1/2l-2(m)

が観測された。この σ の増加は、磁束格子形成に

ここで、h = H/Hc2(0)。本物質では Hc2(0) = 74 T な

伴う磁場分布のひろがりに対応している。これより

ので、h « 1。また、σν には σ ν ∝ 1/λ2 ∝ ρs/m* の

見積もられた Tc は、fresh 試料では約 18 K である

関係が成り立つ。ここで ρs は超伝導電流密度、m*

のに対し、aged 試料では約 15 K であった。この値

は電子の有効質量。PuCoGa5 では、磁束の融解や

は ITU より報告された Tc の経時変化とも良い一致

フローは観測されず強いピニング効果が観測されて

を示している。これら 2 つの試料を比べて特筆す

いることから、σν の温度依存性は、ρs の温度依存

べき点は、Tc の減少率は ~20%程度であったにもか

性を反映していると考えられる。したがって以後、

かわらず、aged 試料では σ の大きな減少 (~70% )

ρs の温度依存性について述べていくことにする。

が観測されたことである。これについては後ほど触

図 7 に fresh 及び aged 試料の超伝導電流密度の温

れる。このように、超伝導状態では 2 つの試料で

度依存性を示す。縦軸は ρs(T=0)、横軸は Tc で規格

σ の値に大きな変化が観測されたものの、常伝導状

化されている。

態での緩和率 σ (=σn と定義 ) は、両方の試料にお
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告は、冒頭でも述べたように d 波超伝導体である
1.00

ことが NMR/NQR [19] 及び理論計算 [21-23] から

ρs(T) / ρs(0)

示唆されている。今回得られた結果を眺めてみても、
fresh 及び aged 両方の試料の結果からも、s 波超伝
導体で特徴的な振る舞いである、T / Tc ≤ 0.3 で ρs
が一定となる現象は観測されていない。従って、こ
こでは以下に示すように円筒状のフェルミ面を有す
る準 2 次元的 dirty d 波超伝導体のモデルと実験結

D0 = 3.2 kBTc0

0.75
0.50

D0 = 2.8 kBTc0
(a)
0.25 PuCoGa5
fresh (25 day-old)
0.00
1.00

果を比較していくことにする [27,28]。

ρs(T) / ρs(0)

(1)

こ こ で ωp は Drude plasma 周 波 数、c は 光 速、em
は impurity renormalized Matsubara 周 波 数 em =

D0 = 3.0 kBTc0

0.75

60 mT
0.3 T

0.50

(b)

0.25 PuCoGa
5

D0 = 2.3 kBTc0

aged (400 day-old)

(2m+1) πkBT。また Δ(φ;T) は現象論的なギャップ関

0.00
0.00

数で、D(f;T) = D0 tanh(b √ Tc-T) cos 2f で表される。

0.25

図 7(a) に fresh 試 料 で の 実 験 結 果 と 式 (1) で

0.50

0.75

T / Tc

1.00

の 計 算 結 果 を 示 す。 図 中 の 実 線 は n = Δ0/kBTc0 =

図7

(a) fresh 試料及び (b) aged 試料における

2.8, 3.0, 3.2 の場合の計算結果を示している。Γ =

ρs(T) /ρs(0) vs. T / Tc。図中の実線、破線及び点

0.005πkBTc0 の 際、 デ ー タ を 一 番 良 く 再 現 し た。

線は式 (1) の dirty d 波超伝導体モデルでの計算

この Γ は Tc の減少から不純物散乱量を導出する

結果。

Abrikosov-Gor’kov (AG) 理 論 [29] か ら 見 積 も ら れ
る値ともコンシステントである。元来、AG 理論は

の場合最もよく実験結果を再現した。図中の点線は

BCS 超伝導体に磁性不純物が導入された際の Tc の

fresh 試料でのベストフィットを示している。この

減少を記述するモデルであるが、d 波超伝導体に非

結果から、経時変化した試料では結合強度が弱めら

磁性不純物を導入した場合にも適用できることが示

れている、もしくは、対破壊は劇的に約 20%もギ

されている [30]。AG 理論では、Tc の減少が ΔTc /

ャップの大きさを減少させたことを示唆している。

Tc « 1 の場合、不純物散乱量 Γ と ΔTc は ΔTc = πΓ/4

一方、Tc の減少 ΔTc から AG 理論を用いて不純物散

であらわされる。ここで fresh 試料では ΔTc ~ 0.25

乱量を見積もると、Γ= 0.074πkBTc0 が得られる。こ

K であるので Γ ~ 0.005πkBTc0 となり、式 (1) での

の値は dirty d 波超伝導体のモデルから得られた Γ

計算から得られた Γ と良い一致を示している。また、 と比較して、約 7 倍も大きな値となっている。こ
表 1 に 示 す よ う に、fresh 試 料 で は λ(0) = 265(5)

こで、n = 2.4 及び AG 理論から見積もられた Γ を

nm となり、この結果は NMR の結果の 250(5) nm

用いて式 (1) を計算した結果が図中の破線である。

[31] とも良い一致を示している。更には、超伝導

このように aged 試料では、fresh 試料で説明でき

対の結合強度を示す Δ0 = nkBTc0 での n の値は、n =

たように dirty d 波超伝導体モデル及び AG 理論で

3.0(1) が最もよく実験結果を再現した。この値か

矛盾なく説明することはできないようである。

ら PuCoGa5 は弱結合 d 波超伝導体での n = 2.14 と
比較しても、強結合であることが推測される。以上

表1

dirty d 波超伝導体モデルにより得られたそ

より、fresh 試料で観測された ρs の温度依存性は、 れぞれの試料でのパラメータ。
dirty d 波超伝導体モデル及び AG 理論の両方で矛盾
試料

なく説明できた。

Tc [K]

σν(0)
-1

次に、aged 試料での実験結果と式 (1) での計算
結果を図 7(b) に示す。図中の実線は Γ = 0.01πkBTc0,

[µs ]
fresh 18.25(10) 1.52(5)
aged 15.0(1)

λ(0)

n=

[nm]

Δ0/kBTc0

265(5)

3.0(1)

0.005

2.4(1)

0.010

0.43(10) 490(10)

Γ/πkBTc0

n = 2.3, 2.4, 2.5 の場合の計算結果であり、n = 2.4
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(a) AG理論： ξ » d

1.0

Tc / Tc0

0.8

ξ(r)

d

0.6

x

0.4

fresh試料
aged試料
Ni-doped YBCO [32]
He irradiated YBCO [33]

0.2
0.0
0.0
図8

D0

AG理論

0.2

0.4
0.6
0.8
ρs(ni) / ρs(0)

a0

欠陥

(b) コヒーレンス長が短い場合のモデル： ξ « d
D0

1.0

欠陥
d

PuCoGa5 及 び YBCO に お け る Tc / Tc0 vs.

x

ρs(ni) / ρs(0) の 図（ni は 不 純 物 量 ）。 実 線 は AG

図9

理論での計算結果を示している。PuCoGa5 及び

場合のモデルにおける超伝導秩序変数の取り扱い

YBCO では AG 理論に比べ、Tc の減少率が小さい。

の概念図。

で は、 作 製 後 400 日 経 過 し た PuCoGa5 試 料 で

(a) AG 理論及び (b) コヒーレンス長が短い

からないので正確な値を算出することは難しいが、

観測された σν の大幅な減少は、どのように説明さ

プルトニウムがランダムに崩壊した場合の崩壊した

れるのであろうか？実は、ΔTc が小さいにもかか

プルトニウム間の距離を大雑把に見積もると、dcalc

わらず、大きな ρs の減少を示す振る舞いはこれま

~ 20 nm となった。この値は、dcalc ~ 10ξ であり、

でにも前例がないわけではなかった。例えば、Ni

どうやら短いコヒーレンス長のために、欠陥近傍で

置 換 も し く は He を 照 射 し た YBa2Cu3O7-δ (YBCO)

ギャップの不均一性を考慮したモデルにより、我々

[32,33] においても、Tc の減少は ~20%程度である

の実験結果を説明できそうである。このように考え

のに対して、ρs は ~70%も減少し、図 8 に示すよ

てくると、同じプルトニウム化合物の超伝導体であ

うに AG 理論では説明不可能である。このような大

る PuRhGa5 で Tc の経時変化 ( 減少 ) が PuCoGa5 の

きな Tc / ρs の比がある系では、結晶中の欠陥付近

2 倍も速いことは、PuRhGa5 のコヒーレンス長が

における超伝導秩序変数の局所的な抑制を考慮す

PuCoGa5 の 2 倍大きいことに起因しているのかも

ることにより、この Tc と ρs の現象が理解されるこ

しれない。

とが示唆されている [34-36]。図 9 に AG 理論及び

そこで我々は、PuCoGa5 における短いコヒーレ

コヒーレンス長が短い場合のモデルでの超伝導秩

ンス長モデルの仮説を調べるため、2 次元 d 波超伝

序変数の概念図を示す。AG 理論では、図 9(a) のよ

導体の Bogoliubov-de Gennes (BdG) 方程式を解く

うに、超伝導秩序変数の空間変化は不純物間距離 d

ことにより超伝導電流密度を計算した。		

に比べて非常に大きい ( コヒーレンス長 ξ >> d) た
め、実効的な秩序変数は空間的に平均化され、欠
陥と秩序変数の対応は図のように示される。一方、
Franz らによれば [34]、図 9(b) に示すようにコヒ

 H ij
∑j  D*ij


D ij  u nj 
 uin 
 
 
*  n  = E n  n 
− H ij  v j 
 vi 

ーレンス長が不純物間距離に比べて短い場合 (ξ <<

n
n
ここで、(ui , vj ) は準粒子エネルギー En に対応した

d, Franz らの計算によるとコヒーレンス長 ξ と格子

i サイトでの固有関数。常伝導状態における単一粒

定数 a0 の比が ξ / a0 ~ 2-5 の場合 )、空間的に不均

子ハミルトニアンは以下のように表わされる。

一な超伝導ギャップが生じる。ここで YBCO 及び

Hij = -t di+d,j + (Uimp - µ) dij

PuCoGa5 のコヒーレンス長は ~2 nm であるので、 ここで、t はある格子点と δ= ( ± 1,0) 及び (0, ± 1)
通常の AG 理論が適用可能な超伝導体のそれに比べ

であらわされる 4 つの最近接サイト間のとび移り

ると短いことが分かる。Aged 試料における d は、 積分。µ は化学ポテンシャル、Uimp は不純物ポテン
室温で試料を保持した際の self-annealing 効果が分
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シャル。また、自己無頓着のない d 波超伝導体の
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は、同様のモデルで ρs の温度依存性を再現すると、
Δ0 は約 20%小さい値となった。しかし、dirty d 波

1.00

ρs(T) / ρs(0)

超伝導体モデルから得られた不純物量は AG 理論か
0.75

ら得られた値の約 1/7 程度と大きな矛盾が生じた。
そこで、短いコヒーレンス長を持つ 2 次元 d 波超

0.50

伝導体における BdG 方程式を解き、ρs の温度依存

0.25
0.00
0.00

図 10

性を計算した結果、Tc は 20%程度の減少にかかわ

Aged H0 = 0.3 T
Aged H0 = 60 mT
BdG
0.25

らず、ρs が 70%も減少する振る舞いを説明できた。

0.50

0.75

T / Tc

1.00

4. おわりに
こ こ で 紹 介 し た 研 究 の 成 果 は、 原 子 力 機 構 の

Aged 試料における 0.3 T 及び 60 mT で

R.H. Heffner、髭本亘の両氏、原子力機構及び東工

の超伝導電流密度の温度依存性。実線は BdG 方

大の伊藤孝氏、米国ロスアラモス国立研究所の G.D.

程式による計算結果。

Morris ( 現 TRIUMF)、E.D. Bauer、M.J. Graf、J.-X.
Zhu、L.A. Morales、J.L. Sarrao の 各 氏、 米 国 ロ ー

ギャップ関数は以下のように与えられる。
n n*
i j

Di,j=i+d = V/2 ∑ [u v

n n*
j i

レンスリバモア国立研究所の M.J. Fluss、B. Chung、

+ u v ] tanh(En/2kBT)

S. McCall の各氏、カリフォルニア大リバーサイド

ここで、V は超伝導対の結合強度を示す。図 10

の D.E. MacLaughlin、L. Shu の各氏との共同研究で

は aged 試料における ρs の温度依存性と Bgd 方程

行ったものであることを記すと共に、プルトニウム

式より計算された ρs の温度依存性を示す。我々の

化合物の取り扱いに際し、TRIUMF の µSR グルー

計算結果は、Franz らの実験結果と非常に良い一致

プ及び safety グループの方々には大変お世話にな

を示した。今回の実験から得られた Tc の減少及び

りました。この場をお借りして心から感謝申し上げ

ρs(0) を最もよく再現する不純物量は nimp = 6%であ

ます。

n

った。ここで BCS のコヒーレンス長は ξ0 = hνF/πΔ0
で与えられ、フェルミ速度は νF ~ a0 t /h と近似さ
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TRIUMF 滞在記

TRIUMF, CMMS group
後神 達郎
2007 年 4 月から TRIUMF において Postdoctoral

を予定しており、特に M9 と M20 は大幅に変更さ

Research Fellow として働いている。これは、同施

れる。µSR グループのスタッフはその準備に日々

設と Columbia 大学の植村先生との共同出資による

忙しそうである。完成は 2009 年の予定。筆者が最

ものである。海外で研究を行うという非常に貴重な

も関心があるのは、崩壊ミュオンビームラインの

機会を与えていただいたことに感謝する。TRIUMF

M9B において希釈冷凍機が使用可能になることで

は、昨年から µSR 測定用圧力セルの本格的な開発

ある。圧力下 µSR 測定には圧力セルを貫通できる

に着手しており、既に圧力セルを開発して µSR 測

だけの高い運動量を持ったミュオンが必要であり、

定を行っていた筆者がこれに加わることとなった。 それが得られる M9B ビームラインでは 2 K 以下の
早いもので、執筆時点で既に滞在 11 ヶ月目に突入

温度を得ることができなかった。希釈冷凍機と圧力

した。さらにもう 1 年間、TRIUMF で働くことが

セルの組み合わせにより極低温と高圧力の 2 つの

決定している。ただし、出資先は McMaster 大学と

極限環境が同時に実現でき、強力な実験装置になる

Columbia 大学、豊田中央研究所に変更される。

ことは間違いない。TRIUMF が所有する希釈冷凍機

TRIUMF や Vancouver に関する一般的な紹介は

はトップローディング式であるため、試料空間の直

めそん読者には不要と思われるので、初めに、これ

径が小さく、現有の圧力セルは使用することができ

らの現状から報告する。近年、Vancouver は暮らし

ない。現在、希釈冷凍機用の圧力セルを設計中であ

にくい都市になってきているように思われる。筆者

る。現有の圧力セルと同程度の SN 比を保ちつつ、

が最初に訪れたのは 2003 年のことであった。当時

2 GPa の最大発生圧力を目指す。また、一軸圧力 ( 応

は 1 カナダドルが 80 円台で、それほど物価が高い

力 ) 下で µSR 測定が行える装置の開発も進行中で

とは感じなかった。しかし、カナダドルはどんどん

ある。

強くなり、最近では米ドルと肩を並べるまでになっ

研究に関しては、植村先生のグループに参加する

た。円に対しても、一時、120 円台まで上昇した

形で行っている。この 1 年間で、µSR の実験をこ

こともある。円に換算すると物価が非常に高い国

れまでにないほど行うことができた。また、PSI に

になってしまっている。しかし、これは Vancouver

おける圧力下 µSR 測定に参加する機会にも恵まれ、

で暮らす人々にはあまり問題にならないかもしれな

両施設の圧力下 µSR 測定の現状を比較できたのも

い。むしろ、深刻なのはアパートの家賃が非常に高

貴重な経験となった。圧力誘起超伝導体 UGe2 や圧

いことである。これは、Vancouver の不動産が完全

力誘起遍歴強磁性体 Ca2RuO4、また、Mn 置換によっ

に「バブル」状態にあることに起因する。ダウンタ

て磁気秩序が誘起される Sr3 (Ru,Mn)2O7 など量子相

ウンにあるアパートの売値は、ここ 5 年で倍増し

転移近傍の磁性に関する研究を中心に行っている。

ているようである。比較的長閑な British Columbia

今後も、装置の開発を積極的に行い、TRIUMF にお

大学周辺における家族向けアパートですら 80 万ド

ける残り一年間を悔いのないように過ごしていきた

ル前後で売りに出されているのを目にしたことがあ

い。

る。これに伴って、賃貸の料金も上昇を続けている。
また、開発によって自然がどんどん減少している現
状は何とも残念である。少なくとも数年前までは
TRIUMF 周辺には木が生い茂っていた。近年、木は
切り倒され、アパートの建設ラッシュである。
TRIUMF の µSR 施設は大掛りなアップグレード
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会議報告

いう報告が印象深く、海外の研究者達から多くの質
問を受けていた。今年の日本は記録的な猛暑であり、
涼しいバンクーバーでの実験から仙台へ向かった筆

SNS2007 国際会議報告

者は最初の数日はその暑さと時差に苦しんだが、大
変充実した会議に参加することが出来た。

総合研究大学院大学
佐藤 宏樹
2007 年 8 月 20 日から 24 日までの 5 日間、仙
台 国 際 セ ン タ ー に お い て The 8th International
Conference on Spectroscopies in Novel
Superconductors (SNS2007) が開催された。8 月の
仙台といえば七夕祭りが有名であるが、会議のロゴ
には中央に釣鐘型の七夕飾り、その斜め上には擬
ギャップをあらわす星々、そしてクーパー対を織姫
と彦星に例えるというユニークなものであった。ま
た会場の入り口にも大きく鮮やかな七夕飾りが飾っ
てあり会議に華を添えていた。会議は約 70 件の口
頭講演と約 200 件のポスター発表が行なわれ、会
議名のとおり、銅酸化物を中心とした新奇超伝導体
の分光測定を中心とした実験とそれに関連した理論
研究が数多く発表された。
µSR 関 連 の 発 表 で は Y.J.Uemura が こ れ ま で に
研究してきた銅酸化物超伝導体の超伝導電子密度
と超伝導転移温度の直線関係や、ラマン分光など
の実験から、そこから予想される超伝導の凝縮機
構を発表し、I.Watanabe は不足ドープ領域の La2SrxCuO2 における常伝導状態での Cu スピンダイナ

x

ミクスの変化とキャリアの局在化との関連性を報
告、K.Ishida は同じ不足ドープ領域の La2-xSrxCuO2
の 高 磁 場 µSR 測 定 で の シ フ ト と 線 幅 の 変 化 か ら
100K 以下で変調した磁気相関の出現を報告した。
Y.Kawasaki は重い電子系化合物である CePd2In の
低温での反強磁性磁気秩序の出現と、それから予想
される磁気構造を発表し、筆者は電子ドープ型 Sr1LaxCuO2 の磁束格子状態での磁場侵入長の測定と、

x

ホールドープ型銅酸化物との比較を報告した。
µSR 以外では種々の実験で観測されている二種類
のギャップ（擬ギャップと超伝導ギャップ）に関す
る研究報告が多くさかんに議論されていた。銅酸化
物以外では M.Ogata による NaxCoO2・yH2O の磁性
相を隔てた二種類の超伝導が異なる対称性を持つと
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年のノーベル物理学賞を受賞されたアルベール・フ

The 2007 International Symposium
on Crystalline Organic Metals,
Superconductors and Ferromagnets
(ISCOM 2007) 報告

ェール博士がスピントロニクスの最近の発展につい
ての講義を行った．毎回この会議は日本人の講演が
非常に多いのだが，今回は特に日本の博士課程や修
士課程の学生の講演も多くみられた．また，優秀な
ポスタープレゼンテーションにポスター賞が設けら
れ，会議全体で６名が受賞したが，そのうち３名が

独立行政法人理化学研究所
石井 康之

日本人で，量だけでなく質の面でも日本がこの分野

２ ０ ０ ７ 年 ９ 月 ２ ４ 日 か ら ２ ９ 日 ま で， ス

µSR に関連した講演では，ステファン・ブランデ

ペ イ ン の ペ ニ ス コ ラ と い う 都 市 で，The 2007

ル教授の反強磁性スピン鎖についての研究，フラン

International Symposium on Crystalline Organic

シス・プラット博士のスピンカイラリティに関する

Metals, Superconductors and ferromagnets， 通 称

研究が口頭発表された他，数件の若手のポスター

ISCOM2007 が開催された．ISCOM は２年に一度

発表があり，分子性物質の物性研究においても µSR

ひらかれる有機導体を中心とした数百人規模の国際

が有効なツールであることを示していた．

の研究をリードしていると言っても過言ではないだ
ろう．

会議で，有機導体関係の幅広い分野の研究者が物

筆者自身は今回，擬二次元三角格子反強磁性体

理・化学という垣根をこえて集う会議である．会場

[Pd(dmit)2]2 塩の圧力下磁性研究についての発表を

となったスペインの経度はヨーロッパの中でも西の

行った．有機導体の分野では圧力下での磁性測定は

方に位置しているが，タイムゾーンはグリニッジ時

電気抵抗測定ほどメジャーなツールではなかったと

間よりも一時間はやい中央ヨーロッパ時間に設定さ

いうこともあり，多くの方に声をかけて頂いた．今

れており，それに加えてサマータイムを採用してい

回は物理的にも実験技術的にも多くの方と議論でき

るので，南中時刻が日本より２時間近く遅い．この

たので非常に実りのある会議であった．昨年度か

ようなタイムゾーンの設定は，ヨーロッパ諸国の経

ら，やはり隔年で開かれている合成金属の国際会議，

済活動と足並みを揃えるためとも言われているが， ICSM でもスピントロニクスのセッションが設けら
筆者はシエスタ ( 午睡 ) などを活用して酷暑をしの

れたので，今後有機導体の分野でも磁性研究がさら

ぐ生活の知恵ではないかと推測している．今回の

に盛んになることを期待したい．

ISCOM のプログラムにもシエスタが組み込まれて
おり，朝のセッションは８時半にスタートし，１２
時４５分に昼休みが始まった後，午後のセッション
が再開するのはなんと１７時であった．そして，ポ
スターセッションを含めたすべてのセッションが終
わるのが夜の２１時という長丁場であった．
さて，肝心の会議の内容であるが，講演数は口頭
発表が５４件，ポスター発表が２００件近く行われ
た．TMTCF 系や BEDT-TTF 系などの「古典的」有
機導体等の研究や，それらを化学的に装飾した分子
を用いた新物質の報告も相変わらず活発であった
が，今回はそれに加えてスピントロニクスやナノワ
イヤー，フラーレン等の講演も目立っていた．プレ
ナリーレクチャーとして各研究分野から著名な先生
を招待した講義が一日２回で合計８回開かれてお
り，デニス・ジェローム博士が有機超伝導の歴史を
紹介したほか，折しも巨大磁気抵抗効果で２００７
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ルチギャップ状態（Seyfarth, Turel など）について

International Conference on
“New Quantum Phenomena
in Skutterudite and Related
Systems” 報告

の議論がなされると共に、中性子で見た超伝導と四
極子揺らぎの相関（Raymond）が議論され、新た
な超伝導発現機構の可能性が示された。この物質の
超伝導についても更なる議論が必要であり、今後引
き続き研究されるべきであろう。また超伝導という
ことでは Ge を含む系である SrPt4Ge12 と BaPt4Ge12

日本原子力研究開発機構・ での超伝導の発見（Bauer）などが紹介され、広が
先端基礎研究センター りを示している。「ラットリング」も重要なキーワ
髭本 亘 ードのひとつである。X（プニクトゲン）の 12 面

体の「かご」の中に置かれた R（希土類元素等）は

2007 年 9 月 26 － 30 日

ラットリングと呼ばれる運動をする。ラットリン

神戸大学百周年記念館

グはスクッテルダイトを語る上で重要な要素であ
り、会議では Raman 散乱に基づいたかご状物質に

科研費特定領域研究として行われていた「充填ス

おけるデータ（Utagawa）等が紹介された。さらに

クッテルダイト構造に創出する新しい量子多電子状

関連物質 KOs2O6 においてもラットリングを示唆す

態の研究」が本年度最終年となり、総まとめとして

るデータが NMR により示され（Takigawa）、今後

標題の国際会議が行われた。会場は神戸の町が一望

ラットリングはスクッテルダイトに限らず大事な概

に見渡せる絶好の場所であり、会議中も景色を見な

念となる重要な成果であるものと考えられる。最

がら議論をしている姿もしばしば見受けられた。海

後に Flouquet と Kuramoto により締めくくりの講

外からも多くの講演者を迎えて 39 件の口頭発表

演 が 行 わ れ、 特 に Kuramoto の ”Skutterudite as a

91 件のポスター発表が行われ、充填スクッテルダ

Wonderland of Strong Correlation Physics” とのタ

イト構造を持つ物質およびその関連物質の多岐に渡

イトルはスクッテルダイト系の多様性をよく示して

る物性の議論が行われた。RT4X12 の充填スクッテ

いた。

ルダイト化合物で起こる現象は多種多様にわたるた
め、いくつかのトピックスを紹介する。

さて、スクッテルダイト系に対して µSR は色々
な貢献してきたものと考えている。ミュオンはスピ

スクッテルダイト系において重要なキーワードの

ン 1/2 のツールであり、ミュオンでしか出来ない

ひとつは「多極子」であり、従来よく知られている

ことが多いのは確かである。しかし特にミュオンで

四極子以上の高次の多極子の可能性がいくつかの系

多極子を見た場合、単純ではない考察をしていく必

で議論された。八極子と十六極子という高次の秩序

要がある。スクッテルダイト系に限らず今後さらに

が 提 案 さ れ て い る PrFe4P12、PrRu4P12、SmRu4P12

精密化した議論をもとに考えていく必要性が増えて

の詳細な議論が進み、PrFe4P12 では電気十六極子

いくのであろう。この際定量化のためにミュオンサ

まで考えることで磁場中の実験データが説明可能

イトの問題は避けて通れず、ここもポイントとなる

と の こ と が NMR（Kikuchi）、 中 性 子（Iwasa） や

であろう。スクッテルダイト系の研究は、今後の

磁 化（Tayama） の デ ー タ を 元 に 紹 介 さ れ た。 ま

µSR による物性研究の有り方を考える上で一つの見

た Kiss に よ り 理 論 的 に Scalar オ ー ダ ー が 議 論 さ

本となっているのではと思われる。

れ、理論と実験の協調が不可欠であることが見て
取 れ た。µSR に よ る PrFe4P12 の デ ー タ も 示 さ れ
（Higemoto）、他のデータと矛盾しない結果が得ら
れ て い る。SmRu4P12 で は 超 音 波（Yoshizawa） の
詳細なデータが紹介され、八極子秩序の可能性が議
論されると共に、µSR（Ito）や比熱（Aoki）の結果
からも八極子の秩序変数が議論された。超伝導を示
す PrOs4Sb12 についてもいくつかの講演があり、マ
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第 11 回 ミ ュ オ ン ス ピ ン
回転 • 緩和 • 共鳴国際会
議（µSR2008）へのご案内

いよいよ第 11 回ミュオンスピン回転 • 緩和 • 共
鳴国際会議（µSR2008、7 月 21—25 日、国際会議
場エポカル）が迫って参りました。既に参加登録受
付も開始されています。日本で次に開催出来るのは
ほぼ 10 年後になると思われます。是非とも今まで
の成果を発表し、さらに新しいアイデアを生むべく
国内外の研究者との交流を図る場としたいと思いま
す。ミュオンに興味を持たれる方をお誘い合わせの
上ご参加ください。
各種日程
アブストラクト〆切：

4 月 11 日

早期参加登録〆切：

4 月 11 日

オンライン参加登録〆切：

7 月 14 日

プロシーディングス〆切：

7 月 14 日

招待講演者リスト
J. Akimitsu (Aoyama Gakuin University, Japan)
H. Alloul (Universite Paris-Sud, France)
E.H. Brandt.（Max Planck Institute, Germany)
P.P. Edwards (University of Oxford, UK)
A.D. Huxley (University of Edinburgh, UK)
H. Kageyama (Kyoto University, Japan),
Y. Miyake (KEK, Japan)
S. Nagamiya (J-PARC, Japan)
H. Sato (Tokyo Metropolitan University, Japan)
J.L. Tallon (Victoria University, New Zealand)
C. Van de Walle (UC, Santa Barbara, USA)
K. Yamada (Tohoku University, Japan)
ホームページ
連絡先

http://msr08.riken.jp

msr08@riken.jp

西山樟生、松崎禎市郎、髭本亘
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力をしている。

高エネ機構・物構研・ミュオン科学
研究施設の現状

２−１. J-PARC
ユーザーの意見をくみ上げる組織としての
J-PARC 利用者協議会は J-PARC 全体の計画にコミュ
ニティーの意見を反映させ統一的に議論していく組

西山

樟生

織として再編され 12 月 26 日に第１回協議会が開
催された。今度各コミュニティーの将来計画を基に

（KEK 物質構造科学研究所） J-PARC 全体のグランドデザインを議論することに
なる。（ミュオンからは西田、鳥養、西山、の３委

PS ブースター停止後、施設の主要な活動とし
ては海外施設を用いたミュオン共同研究の推進と
J-PARC ミュオン施設 MUSE の建設である。

員が産業界からは杉山氏がオブザーバー委員として
出席する。）
2008 年度からユーザーの為の窓口であるユー
ザーズオフィスが稼働し始める。

１. 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

また MLF では 2008 年の供用、2009 年度の本
格的利用を目指して実験装置の建設、利用の為のシ
ステムが構築されつつある。

行われている。2007 年度後期のミュオン共同利用

物構研の J-PARC への取り組みとしては物構研運

実験採択課題は前号に掲載されている。用いられる

営会議の承認により所長の下に J-PARC 戦略会議

海外施設のうち TRIUMF 研究所（7 件）PSI 研究所 （ミュオン関連委員：西田、鳥養、西山）が既に設
（1 件）の実験は 12 月には終了している。現在は

けられているが、その作業部会としてミュオン将来

RIKEN-RAL の課題（12 件）が継続して行われている。 計画 WG( 西田、鳥養、西山、門野、三宅、岩崎、松崎、
年度を超えて数件が持ち越される予定である。

石田、髭本 ) が 2007 年 12 月に設立された。

2008 年度もこの事業は継続される予定であり、
前期課題の募集は 1 月 31 日に締め切られ 20 件の
応募 ( TRIUMF 6 件、PSI 11 件

RIKEN-RAL 3 件 )

２−２. J-PARC（MuSAC—VI）
J-PARC ミュオン科学実験施設建設のための諮問

があり、2 月 26 日のミュオン共同利用課題審査会

機関であるミュオン科学実験検討委員会（第 6 回）

で審議される予定である。

が１月 15—16 日に KEK で J.M. Poutissou (TRIUMF)

2 月 28 日 KEK4 号館セミナーホールで成果報告
会が開催される。

を委員長として開催された。建設の進行状況等、２
期計画を含めたミュオンの将来計画の進め方等につ
いて議論が行われた。間もなく答申が出る予定であ

２. J-PARC( 建設状況 )

る。

ターゲットから 4 本予定されているミュオンビー
ムラインのうち最初に設置する二次ビームラインと

３. ミュオン施設の評価

して計画されている崩壊ミュオンビームライン建

12 月 17 日に放射光、中性子、ミュオン施設を

設作業が開始されている。2007 年 12 月に超伝導

含めた物構研の中期目標の暫定評価がおこなわれ

ソレノイドに追加工を施し旧つくば施設から東海

た。また 1 月 17 日には PS におけるミュオン施設

J-PARC の MLF 第 2 実験ホールに搬入した。ミュ

の科学的成果に関する全体評価の為の評価委員会が

オンビームラインのコンクリート遮蔽が既に設置さ

開催された。前回の評価（2004 年 6 月）以降の研

れ、現在超伝導ソレノイドの冷却系の移設設置工事

究成果についてヒヤリングに基づき国際外部評価が

が進行中である。また旧施設で使用していた既存

なされた。

電磁石の整備を行っており 2008 年度初頭に設置す
る。2008 年度後半に予定されている中性子施設の
供用開始と同時にミュオン実験が可能となるよう努
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けたレーザー設備の設置が進行中である。
（４）理研 -RAL 支所外部評価委員会

理化学研究所

理研仁科加速器研究センター長が招集する理

仁科加速器研究センター
理研 -RAL 支所ミュオン施設 報告

研 -RAL 支 所 国 際 外 部 評 価 委 員 会（International
Advisory Committee: IAC）が 2007 年 11 月 26, 27
日に RAL に於いて開催された。この IAC では 6 名
の委員が理研 -RAL 支所ミュオン施設の研究成果の

松崎

禎市郎

（理化学研究所 仁科加速器研究センター）

評価を行い、2008 年 11 月に理研（和光市）で開
催する次回の IAC において 2010 年以降の理研と
STFC (RAL) との国際研究協力協定延長に関する評
価を行うことになった。

（１）ISIS 加速器施設シャットダウン終了

（５）次回の実験課題採択委員会の予定

RAL の ISIS 加速器施設では、第 2 中性子実験施

理研 -RAL 支所ミュオン施設の仁科加速器研究セ

設建設への陽子ビーム分岐ライン建設と加速器本体

ンターへの所属に伴い、ミュオン実験課題採択委員

へ RF 加速空洞の設置が完了し、10 月 9 日からミュ

会 (PAC) は、仁科加速器研究センターの原子核物理

オンと中性子実験が開始された。2008 年 6 月から

以外の「非核実験研究分野」（原子物理、化学、物性、

第 2 中性子実験施設に陽子ビームを輸送し、10 月

材料、生物、医学等）の PAC と統合し、仁科加速

から第 1 及び第 2 中性子実験施設での実験を開始

器研究センター 物質・生命科学実験課題採択委員

する予定である。

会 (ML-PAC) となった。

（２）2007 年度第 1 及び第 2 サイクル
第 1 サイクルは、加速器偏向電磁石故障で予定
より 1 週間遅れて 10 月 9 日から開始された。この

第 3 回の ML-PAC は 2008 年 3 月 27, 28 日に開
催される。ミュオン実験課題募集は、1 月 25 日よ
り開始し、2 月 25 日に閉め切られた。

サイクルでは、µSR スペクトロメーター調整とビー （６）2008 年 1 月以降のビ−ムタイム
ムチューニングを行った後、理研側 µSR 物性実験、 サイクル 2007/3： 2008 年 2 月 5 日 − 3 月 13 日
超低速ミュオンビーム発生実験、新しく開発した
µ-e カウンターのテスト実験、ミュオン原子 X 線測
定実験およびイギリス側 µSR 物性実験を行った。
第 2 サイクルは、ミュオンビームライン先頭の

（37.6 日）
サイクル 2008/1： 2008 年 4 月 8 日 − 5 月 15 日
（37.6 日）
サイクル 2008/2： 2008 年７月１日 − 7 月 31 日

RQ1 四重極電磁石の温度スィッチとヘリウム冷却 （30.6 日）
システム制御ボードのトラブルで約 5 日間実験が

サイクル 2008/3： 2008 年 9 月 9 日 − 10 月 16

中断した。このサイクルでは、超低速ミュオンビー

日 （37.6 日）

ム発生実験、4 課題の理研側 µSR 物性実験、イギ （７）第 4 回の ML-PAC は 2008 年 8 月下旬開催予
リス側 µSR 物性実験、そして µSR 実験データ取得
システム開発実験が行われた。
（３）多重極限実験用 µSR スペクトロメーター製作
とポート２レーザー µSR 実験設備

定である。
（ ８） 理 研 -RAL 支 所 ミ ュ オ ン 施 設 で は、 ミ ュ オ
ン施設のパンフレット（和文、英文）と 2006 年
Annual Report を製作し、日本中間子科学会会員に

理研 -RAL 支所ミュオン施設では、低温、磁場、 配布した。まだ、受け取っていない会員がいました
高圧、光（レーザー）照射、超音波等の実験条件を

らご連絡ください。

加えた µSR 実験の装置と新しい µSR スペクトロメー （９）理研 -RAL 支所ミュオン施設では、過去 10 年
ターを開発・製作している。新しいスペクトロメー

間の発表論文をまとめた論文集（３分冊）と論文リ

ターは 2008 年夏頃ポート４に設置され、ポート２

ストを製作した。これらの資料を必要とされる方は

の µSR スペクトロメーターと共にシングルパルス

ご連絡ください。

を用いて同時に２つの µSR 実験を実施することが

		

できる。また、ポート２のレーザー µSR 実験に向
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日本原子力研究開発機構
先端基礎研究センター 報告


髭本

亘

（日本原子力研究開発機構
先端基礎研究センター）
１、原子力機構先端研 µSR 分光器の建設は順調に
進んでいる。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
いる。今期にはキッカー電源（写真）の工場におけ
るテスト運転、電磁石電源設置等を行うと共に、キッ
カー本体などの機器製作が進行中である。これら経
過に関しては MuSAC において報告を行なった。
２、現在の体制は髭本および博士研究員（大石）、
特別研究生（伊藤（東工大））である。来年度は髭
本および博士研究員の 2 名体制から始まることに
なる。
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J-PARC ミュオン科学施設
ワーキンググループ報告

三宅

康博

（KEK ミュオン建設グループ）
2007 年度夏期に、3500 トンにも及ぶ NM トン
ネルブロックが設置され、ミュオン標的周りの M2
ラインの設置作業は一区切りがついたといってよい
だろう。今後、遠隔操作機器によるメンテナンス
作業のコミッショニングを 2008 年 3 月から行っ
ていく予定である。一方、2008 年 9 月のミュオン
DAY1 に向けて、超伝導ソレノイドビームラインの
設置、整備が現在、急ピッチで進行している。
1. M2 ライン機器の設置
M2 ラインの各種コンポーネントである、標的
チャンバー、電磁石群、各種モニター、GV 付きピロー
シール、ピローシール、長尺ダクトなどの設置が終
了し、すべてのコンポーネントの真空がつながった。
現在の M2 ラインの真空度は、目標である 10-4Pa
-5

をクリアし、3x10 Pa を達成している。

図１

2007 年 12 月 25 日、第 2 実験ホール内

に第 2 種管理区域を設定した。

M2 ライン用の空冷装置、電磁石の設置、ケーブ
リングも完了した。12 月には、電磁石の総合試験
を行い、電磁石の運転が空調負荷に与える影響も調
べ、問題が無いことを確認した。
2. 第 2 実験ホールの第 2 種放射線管理区域申請
30 年間、KEK で使用した超伝導ソレノイドコイ
ルのコイル部分のみを再利用する為に、2007 年
12 月 25 日に、MLF 第 2 実験ホールの図１に示す
エリアを第 2 種管理区域として設定した。図 2 に
設定された第 2 種管理区域の写真を示す。
3. 超伝導電磁石並びに冷凍機の搬入設置
KEK 第 1 実験室で解体された超伝導ソレノイド
コイルが 2007 年 12 月 26 日に MLF 第 2 種管理区
域に搬入された。2008 年 1 月には、ソレノイド真
空容器に格納され、チムニー部分も含めて設置が終
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了した。2008 年 2 月からは、オンライン冷凍機の
コールドボックスが搬入され、現在、配管作業、ケー
ブリング作業が行われている真最中である。3 月末
までにコンプレッサーとの接続を終了させ、4 月に
は、冷凍機の単体試験を行う予定である。
図 3 に、設置された超伝導電磁石チムニー部分
とコールドボックスを撮った写真を示す。

図4

設置された超伝導ミュオンラインのコンク

リート遮蔽体
5. 第 6 回 MuSAC 委員会（MuSAC-VI）
2008 年 1 月 15-16 日 に JRR1 会 議 室 に お い て
MuSAC-VI が開催された。委員は J-M. Poutissou 委
員 長 他、L.I.Ponomarev、C.Petitjean、N.Nishida、
Y.Ikeda、M.Iwasaki、Y.Hatano、
Y.Yamazaki、
S.Ikeda、
Y.Miyake、K.Nishiyama の方々（敬称略）である。ミュ
オンに関連した J-PARC の建設状況の総括に引き続
き、コアユーザーによって計画されている研究紹介、
並びにミュオン施設のグランドデザインに関する活
発な議論がなされた。サマリートークでは、MLF
における最初のビームサイクルでミュオン実験が行
われることが重要であるとの指摘がなされた。図 5
に第 6 回 MuSAC 委員会の会議風景を示す。
図３

手前が、設置された超伝導電磁石チムニー

部分とシールドの向こう側にあるのは、オンライ
ン冷凍機用のコールドボックス。
4. 超伝導ソレノイドラインコンクリート遮蔽体
2008 年 9 月のミュオン DAY1 に向けて、２次ラ
インのサイド、上部に設置するコンクリート遮蔽体
の搬入設置が行われた。ビーム高さに於けるダクト
ストリーミングを防ぐために、高さ３ｍの遮蔽体を
クランク状に並べての設置を行った。総数は 54 体
で、重量、数トンから 20 トンにも及ぶコンクリー
トブロックで、転倒防止のために床部にアングルで
固定されているとともに、ブロック同士も鉄板で連
結されている。図 4 に設置されたコンクリートブ
ロックの写真を示す。
図５
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（2008 年 3 月 24 日）

国内学会、国際会議発表情報
（～ 2008 年 3 月）

24aWK-4

d 電子系四面体構造 M2(OH)3X における

特異反強磁性転移

【国内学会】

鄭旭光 A、萩原雅人 A、河江達也 B
佐賀大理工 A、九大工 B

「日本物理学会第 63 回年次大会」
（2008 年 3 月 23 日）
23aYF-1

負ミュオン移行率の温度依存性で見る固
3

体トリチウム中の He の挙動
A

24aWQ-4

パイロクロア酸化物 Hg2Ru2O7 におけ

る反強磁性磁気秩序の出現

A

A

A

松崎禎市郎 ，石田勝彦 , 今尾浩士 , 松田恭幸 ,

佐藤宏樹 A、平石雅俊 A、宮崎正範 A、竹下聡史 B、

河村成肇 B, 豊田晃久 B, 岩崎雅彦 A, 永嶺謙忠 C

幸田章宏 A,B、門野良典 A,B、山本文子 C、高木英典 C

理研 A, 高エ研 B, UC RiversideC

総研大 A、高エ研 B、理研 C

23aYF-2

24aPS-4

水素吸蔵物質 NaAlH4 における水素拡散

の律速過程：水素結合の発見
門野良典

A,B

µSR 法で見た Bi2201 の磁気的基底状態

と超伝導

A

B

宮崎正範 A、佐藤宏樹 A、平石雅俊 A、竹下聡史 B、

，下村浩一郎 ，佐藤宏樹 ，

竹下聡史 A，幸田章宏 A,B，西山樟生 A，秋葉悦男 C， 幸田章宏 A,B、門野良典 A,B、福永泰 C、足立匡 C、
R.M. AyabeD，M. KubaD，C.M. JensenD
A

B

小池洋二 C、平賀晴弘 D、山田和芳 D

C

高エネ機構物構研 , 総研大 , 産総研 , ハワイ大

D

総研大 A、高エ機構物構研 B、東北大工 C、東北大金
研D

23pWR-6

µSR 法による PrPb3 における多極子秩

序の研究Ⅲ

24aPS-115

伊藤孝 A,B，髭本亘 B，大石一城 B，西田信彦 A，

Co2(OH)3Cl における陽イオン及び陰イオン置換効

青木勇二 C，鬼丸孝博 D，鈴木博之 E

果

A

B

C

幾何学的フラストレーション物質

東工大理 ，原子力機構先端研 ，首都大理工 ，

萩原雅人 A，藤原理賀 A、吉田和太 A、鄭旭光 A、

広大先端物質 D，物材機構 E

河江達也 B
佐賀大理工 A，九大工 B

23pYB-3

µSR 測 定 か ら 見 た 層 状 窒 素 化 合 物

LixZrNCl の超伝導状態
A

24pWQ-3

A

B

A

平石雅俊 , 宮崎正範 , 竹下聡史 , 佐藤宏樹 ,
幸田章宏

A,B

, 門野良典

A,B

C

µSR から見た La2-xSrxCu1-yNiyO4 におけ

る Ni 置換効果
D

田邉洋一 A、足立匡 A、川股隆行 B、鈴木栄男 B、

, 田口康二郎 , 高野琢 ,

岩佐義宏 D

渡邊功雄 B、小池洋二 A

総研大 A、高エ機構物構研 B、理研 C、

東北大工 A、理研仁科セ B

東北大学金属材料研究所 D
24pWQ-4
23pYB-11

空間反転対称性の破れた炭化物超伝導

µSR による Cu サイト置換 Bi2201 にお

ける磁気秩序の探査

体 Ln2C3 (Ln = La, Y) における多重超伝導ギャップ

平賀晴弘 A、山田和芳 B、足立匡 C、福永泰 C、

黒岩壮吾 A、佐浦良洋 A、秋光純 A、平石雅俊 B、

小池洋二 C、山田幾也 D、宮崎正範 E、平石雅俊 E、

B

B

C

宮崎正範 、佐藤宏樹 、竹下聡史 、門野良典
青学大理工 A、総研大 B、高エ研 C

B,C

、 佐藤宏樹 E、竹下聡史 F、幸田章宏 E,F、門野良典 E,F
東北大金研 A、東北大 WPI 機構 B、東北大院工 C、
パリ第 6 大 D、総研大 E、高エ機構物構研 F
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24pWR-12

µSR から眺めた CeCo(In,Cd)5 の磁性

（2008 年 3 月 26 日）

大石一城 A，R.H. HeffnerA,B，G.J. MacdougallC，
A

C

26aTF-10

ゼ オ ラ イ ト A 中 の Rb ク ラ ス タ ー の

E

µSR

F

G. Nieuwenhuys ，J. Spehling ，H.H. Klauss ，

T.C. DuanA，中野岳仁 A，松本淳 A，渡邊功雄 B，

J.D. ThompsonB，A. BianchiG，Z. FiskG

鈴木栄男 B，川股隆行 B，A. AmatoC，F.L. PrattD，

原子力機構先端研 A，LANLB，McMaster 大 C，東工

野末泰夫 A

大理 D，PSIE，Braunschweig 大 F，UC IrvineG

阪大理 A，理研 B，PSIC，ISISD

24pYB-5

26aWB-2 β-(BEDT-TTF)2ICl2 の圧力下 µSR

伊藤孝

A,D

，髭本亘 ，G.M. Luke ，A. Amato ，
E

F

水二層 NaxCoO2・yH2O の µSR による研

究

吉田哲茂 A、佐藤功一 A、谷口弘三 A、佐藤一彦 A、

太田寛人 A, 道岡千城 A、伊藤豊 A、吉村一良 A、

伊藤孝 B,C、大石一城 B、髭本亘 B、後神達郎 D

池戸豊 B、杉山純 B、Peter L. RussoC、

埼玉大院理工 A、原子力機構先端研 B、東工大院理工 C、

Eduardo J. AnsaldoC、Kim ChowD、Jess H. BrewerE

TRIUMFD

京大理 A、豊田中研 B、TRIUMFC、Univ. of AlbertaD、
Univ. of British ColumbiaE

26aWB-12

µSR 測定による Ag2MnO2 の磁気秩序

状態
野崎洋 A、池戸豊 A、向和彦 A、杉山純 A、

（2008 年 3 月 25 日）
25pQC-8

ミュオンスピン回転法 (µSR) による物性

吉田紘行 B、広井善二 B、Peter L. RussoC、

研究の展望

Daniel AndreicaD、Alex AmatoD

門野良典

豊田中研 A、東大物性研 B、TRIUMFC、PSI-LMUD

高エネ機構物構研
26aWP-6
25pWL-11

スピンラダー固溶系 IPA-Cu(ClxBr1-x)3
1

ミュオンスピン緩和法による YbCo2Zn20

の磁性研究

の Cl-rich 相 (x>0.87) における µSR 及び H-NMR

髭本亘 A, 伊藤孝 A,B, 大石一城 A, 佐藤一彦 C,

後藤貴行 A，金田圭史 A，齋藤健浩 A，大沢明 A，

才賀裕太 C, 小坂昌史 C, 松林和幸 D, 上床美也 D

鈴木栄男 B，渡邊功雄 B

原子力機構先端研 A, 東工大理 B, 埼玉大理 C, 東大物

上智大理工 A，理研仁科セ B

性研 D

25pWP-10

ニッケル酸化物の µSRII：LixNiO2

A

A

A

A

26pYB-3

擬一次元導体 β-A0.33V2O5(A=Na、Ag) の

B

杉山純 、向和彦 、池戸豊 、野崎洋 、有吉欽吾 、 ミュオンナイトシフト測定
小槻勉 B、Daniel AndreicaC、Alex AmatoC、

竹下聡史 A, 佐藤宏樹 B, 平石雅俊 B, 宮崎正範 B,

Peter L. RussoD

幸田章宏 A,B, 門野良典 A,B，田邉正芳 C, 大野隆 C,

豊田中研 A、大阪市立大 B、PSI-LMUC、TRIUMFD

山内徹 D, 植田浩明 D, 上田寛 D
高エ機構物構研 A, 総研大 B, 徳島大 C, 東大物性研 D

25pWQ-5

コバルト酸化物の µSRXXII：擬 1 次元

Co/Rh 系

「日本化学会第 88 春期年会」

A

A

A

A

B

池戸豊 、杉山純 、野崎洋 、向和彦 、高見剛 、 2008 年 3 月 28 日
生田博志 C、Daniel AndreicaD、Alex AmatoD、
E

Peter L. Russo

3E4-16

リン酸カルシウム中のミュオニウム
A

久保謙哉 ，小林義男 B，渡邊功雄 B，西山樟生 C

豊田中研 A、Univ. of TexasB、名大工 C、PSI-LMUD、 ICUA，理研 B，高エ機構 C
TRIUMFE
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「電気化学会第 75 回大会」

【国際会議】

2008 年 3 月 29-31 日
LixNiO2 のマクロ磁性とミクロ磁性
A

A

「Modern Trends in Activation Analysis 12 (Tokyo

A

A

B

向和彦 、杉山純 、池戸豊 、野崎洋 、有吉欽吾 、 Metropolitan University)」
小槻勉 B、Daniel AndreicaC、Alex AmatoC、

2007 年 9 月 18 日

D

Peter L. Russo
A

P106：Non-destructive elemental depth profiling
B

C

D

豊田中研 、大阪市立大 、PSI-LMU 、TRIUMF

with muonic X-ray
M. K. KuboA, H. MoriyamaA, Y. TsuruokaA,

「北大低温研共同利用研究集会「低温凝縮系におけ

S. SakamotoB, E. KosetoC, T. SaitoC, K. NishiyamaD

る水素の化学と物性」（水素量子アトミクス第 6 回

ICUA, JAEAB, National Museum of Japanese HistoryC,

研究会）」

KEKD

2007 年 12 月 14 日
ミュオン触媒核融合における凝縮系水素の効果

「International conference on "New Quantum

石田勝彦

Phenomena in Skutterudite and Related Systems」

理研仁科セ

2007 年 9 月 28 日
PSA11：Dynamical Properties of Multipoles in

「特定領域 フラストレーションが創る新しい物性

SmRu4P12 Probed by Muon Spin Relaxation

第 1 回トピカルミーティング」

T.U. ItoA,B，W. HigemotoB，K. OhishiB，

2008 年 1 月 11-12 日

R.H. HeffnerB,C，N. NishidaA，K. SatohD，

フラストレート三角格子磁性体における T=0 への

H. SugawaraE，Y. AokiF，D. KikuchiF，H. SatoF

ソフトモードの µSR/NMR による検出の試み

Tokyo Tech A ，JAEA-ASRC B ，LANL C ，Saitama

後藤貴行 A，鈴木栄男 B，佐々木孝彦 C

UniversityD，The University of TokushimaE，Tokyo

上智大理工 A，理研仁科セ B，東北大金研 C

Metropolitan UniversityF
「6th Workshop on Orbital Physics and Novel
Phenomena in Transition Metal Oxides」
2007 年 10 月 10-11 日
Magnetic nature of LixCoO2, LixNiO2, and Li[LixMn2-x]
O2 investigated by µSR
J. SugiyamaA, K. MukaiA, Y. IkedoA, H. NozakiA,
P.L. RussoB, J.H. BrewerC, E.J. AnsaldoB, K.H. ChowD,
D. AndreicaE, A. AmatoE, T. SuzukiF, I. WatanabeF,
K. AriyoshiG, T. OhzukuG
豊田中研 A、TRIUMFB、Univ. of British ColumbiaC、
Univ. of AlbertaD、PSI-LMUE、理研 - RALE、大阪市
立大 G
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「International Symposium on Lattice Effects in

K. NishiyamaA, M. KatoA, K. NakaharaA, R. KadonoA,

Cuprate High Temperature Superconductors

Y. KobayashiB, J. SagawaC, T. NakamuraD,

(LEHTSC2007)」

M. KanekoD, H. OzakiE, H. OkamuraE, T. SuzukiE,

2007 年 10 月 31 日

K. FujimotoF, K. KiraF

P14：Effective penetration depth in electron-doped

KEK MuonA, KEK NeutronB, Hitachi E&SC, MiraproD,

cuprate Sr1-xLaxCuO2

Kinzoku-GikenE, Hitachi ZosenF

K. H. SatohA、S. TakeshitaB、A. KodaA,B、
R. KadonoA,B、K. IshidaC、S. PyonD、T. SasagawaD、
D

H. Takagi

P-059：Alignment and Shields in M1-M2 Primary
Proton Beamline at J-PARC

A

B

C

Sokendai 、KEK-IMSS 、Kyoto Univ. 、Univ. of
D

Tokyo

P. Strasser, Y. Miyake, N. Kawamura, S. Makimura,
and K. Nishiyama
KEK

P15：Zn impurity effect on Ca2-xNaxCuO2 near the
hole concentration of 1/8 per Cu
A

P-081：Radiation Resistant Magnets for the

B

A,B

K. H. Satoh 、S. Takeshita 、A. Koda 、
A,B

J-PARC Muon Facility

R. Kadono 、I. Yamada 、K. Oka 、M. Azuma 、

Hiroshi FujimoriA, Naritoshi KawamuraA,

Y. ShimakawaC、M. TakanoC

Shin-ichiro MeigoB, Patrick StrasserA,

A

C

C

C

B

C

Kazutaka NakaharaA, Yasuhiro MiyakeA

Sokendai 、KEK-IMSS 、ICR Kyoto Univ.

KEKA, JAEAB
P-087：JAEA-ASRC µSR project at J-PARC MUSE
W. HigemotoA, R.H. HeffnerA,C, K. ShimomuraB, K.
「International Symposium on Pulsed Neutron and

NishiyamaB and Y. MiyakeB
JAEAA, KEKB, LANLC

Muon Sciences (IPS08)」
（2008 年 3 月 6 日）
MS1-2：J-PARC Muon Source, MUSE
A

A

P-091：Vacuum components of the M2 primary
A

Y. Miyake , K. Nishiyama , N. Kawamura ,
A

A

proton beamline

A

A

P. Strasser , S. Makimura , A. Koda , K. Shimomura ,

A. KodaA,B, S. MakimuraA,B, S. MeigoB, H. FujimoriA,B,

H. FujimoriA, K. NakaharaA, R. KadonoA,

P. StrasserA,B, N. KawamuraA,B, M. KatoA,

W. HigemotoB, K. IshidaC, T. MatsuzakiC,

K. NakaharaA, S. TakeshitaA, K. ShimomuraA,B,

Y. MatsudaC, and K. NagamineA,

K. NishiyamaA,B, Y. MiyakeA,B, N. SatoC,

KEKA, JAEAB, RIKENC

H. FunahashiC, K. UenoC
KEK-MSLA, J-PARCB, KEK Mechanical Engineering

P-027：Study of Hydrogen Diffusion in

CenterC

Superprotonic Ionic Conductors, MHXO 4 by µSR
and QNS
Y. IkedoA, H. NozakiA, M. HaradaA, J. SugiyamaA,
T. J. SatoB, Y. MatsuoC, J. CopleyD, Y. QinD
A

B

C

（2008 年 3 月 7 日）
D

豊田中研 、東大物性研 、摂南大 、NIST

MS1-17：Prospects for ultra low energy muon
beam at J-PARC

P-055：Present Status of Constructions For Muon

P. BakuleA, Y. MatsudaA, Y. MiyakeB, K. NagamineA,B,C,

Target Station In J-PARC

M. IwasakiA, K. ShimomuraB, P. StrasserB

S. MakimuraA, Y. MiyakeA, N.KawamuraA,

RIKENA, KEKB, UCRC

P. StrasserA, A. KodaA, K. ShimomuraA, H. FujimoriA,
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会議発表情報

MS4-6：Microscopic magnetic nature of layered

P-066：Hyperfine-Enhanced Nuclear Magnetism

cobalt

in Pr-based Compounds Observed by Muon Spin

J. Sugiyama

Relaxation

豊田中研

T.U. ItoA,B, W. HigemotoA, K. OhishiA, N. NishidaB, Y.
KarakiC, H. IshimotoC

MS4-10：Bulk Elemental Analysis Method with

JAEAA, Tokyo TechB, ISSP, Univ. of TokyoC

Muonic X-ray
M. K. KuboA, S. SakamotoB, E. KosetoC, T. SaitoC,
D

P-086：J-PARC Muon Control System

K. Nishiyama

W. HigemotoA, K.ShimomuraA, Y. KobayashiA,

ICUA, JAEAB, National Museum of Japanese HistoryC,

Y. MiyakeA, T. KaiB and K.SakaiB

KEKD

JAEAA, KEKB

MS5-4：Muon Catalyzed Fusion w ith High
Intensity Pulsed Muon Beams
K. Ishida

「APS 2007 March Meeting」

RIKEN

（2008 年 3 月 10-14 日）
Muon Spin Rotation/Relaxation Study of Ba2CoO4

P-006：Magnetism and Superconductivity in

P. L. RussoA, J. SugiyamaB, J. H. BrewerC,

CeCo(In,Cd)5 Probed by µSR

E. J. AnsaldoA, S. L. StubbsC, K. H. ChowD, R. JinE,

K. OhishiA, R.H. HeffnerA,B, J. SpehlingC,

H. ShaF, J. ZhangF

G.J. MacdougallD, T.U.ItoA,E, W. HigemotoA,

TRIUMFA、豊田中研 B、Univ. of British ColumbiaC、

A. AmatoF, G. NieuwenhuysF, H.H. KlaussC,

Univ. of AlbertaD、Oak RidgeE、Univ. of FloridaF

G.M. LukeD, J.D. ThompsonB, A. BianchiG, Z. FiskG
JAEAA, LANLB, TU BraunschweigC, McMaster Univ.D,
E

F

G

Tokyo Tech , PSI , Univ. of California

µSR study on quasi-one-dimensional cobalt/
rhodium oxides
P. L. RussoA, J. SugiyamaB, H. NozakiB, Y. IkedoB,

P-034：Radiation-related problems in J-PARC

K. MukaiB, T. TakamiC, H. IkutaC, D. AndreicaD,

muon facility

A. AmatoD

N. Kawamura

TRIUMFA、豊田中研 B、Nagoya Univ.C、PSI-LMUD

J-PARC
Unusual Muon Spin Relaxation in Hydrated
P-050：Development of Positron Detector for µSR

Cobaltite Superconductors

Based on Multi-Pixel Photon Counter

S. L. StubbsA, J. H. BrewerA, J. SugiyamaB, Y. IkedoB,

S. TakeshitaA, M. HiraishiB, M. MiyazakiB, A. KodaA,B,

P. L. RussoC, E. J. AnsaldoC, K. M. ChowD, H. OhtaE,

R. KadonoA,B, S. Y. SuzukiA, Y. YasuA, M. TanakaA,B,

K. YoshimuraE

Y. MatsudaC, K. IshidaC, T. MatsuzakiC

Univ. of British ColumbiaA、豊田中研 B、TRIUMFC、

KEKA, SokendaiB, RIKENC

Univ. of AlbertaD、京大理 E

P-052：µSR study of the effects of magnetic and
nonmagnetic impurities on the Cu-spin dynamics in
La-214 high-Tc superconductors
T. AdachiA, Y. TanabeA, T. KawamataB, T. SuzukiB,
I. WatanabeB, Y. KoikeA
Tohoku Univ.A, RIKEN Nishina CenterB
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会議予定等

国内、国際会議カレンダー
（2008 年 3 月〜）

日時
【2008 年】

3/22-26

会議の名称・開催場所・URL
日本物理学会第 63 回年次大会、近畿大学

6/30-7/5
		
		

10th International Workshop on Neutrino Factories, Super Beams and
Beta Beams (NuFact08), Valencia, Spain
http://ific.uv.es/nufact08

7/21–25
		
		

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

7/27-8/1
		
		

29th International Conference on the Physics of Semiconductors (ICPS29),
Rio de Janeiro, Brazil
http://www.icps2008.org

8/6–13
		
		

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

8/17-22
		
		

International Conference on Strongly Correlated Electron Systems
(SCES2008), Rio de Janeiro, Brazil
http://www.cbpf.br/~sces2008/

9/7-12
9/15-17
		
		
9/20–23
9/20–23
11/9-14
		

Highly Frustrated Magnetism 2008 (HFM08), Braunschweig, Germany
International Conference on Exotic Atoms and Related Topics (EXA08),
Vienna, Austria
http://www.oeaw.ac.at/smi/event/exa08
日本物理学会 2008 年秋季大会（物性）、岩手大学
日本物理学会 2008 年秋季大会（素・核・宇）、山形大学
International Conference on Particles and Nuclei (PANIC08), Eilat, Israel
http://www.weizmann.ac.il/conferences/panic08/

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
今回のプロポーザルは締め切られました：課題審査会：2008 年 3 月 27, 28 日に開催。次回は未定。
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：2008 年 4 月 16 日、課題審査会：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 6 月プロポーザル締め切り、6 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/
KEK 海外施設利用
次回は未定（昨年は 6 月下旬にプロポーザル締め切り）
http://msl.kek.jp/index.html
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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
・2008 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、2008 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

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 63 回年次大会期間中に、近畿大学 WK 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（近畿大学 本部キャンパス）
3 月 24 日（月） 18:00 〜 20:00
予定議題

WK 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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お知らせ

・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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2007 年度
日本中間子科学会

会計報告

2007 年度日本中間子科学会への会費を納入くだ
さり、ありがとうございました。136 名の会員の
うち、78 名（うち学生 4 名）の方々に会費を納入
していただきました。
1) 収入の部
会費納入総額（前年度翌年度分会費含む）


239,003 円

前年度繰越金

	

563,116 円

計



802,119 円

2) 支出の部
日本中間子科学会印章代



21,000 円

運営委員会開催費（交通費他） 
めそん印刷代（2007 年秋号分）

125,140 円


137,400 円

次年度繰越金



518,579 円

計



802,119 円

以上
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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＞
・一年で最も多忙な時期にも関わらず、原稿執筆をお願いした方々が快く引き受けてくださって、ありが
たいなぁと感謝しています。あ、それから。今年学位を取得された読者のみなさま、お疲れ様でした！ (SK)
・J-PARC の連絡バスは私に貴重な睡眠時間を提供してくれます。(AK)
・めそん編集委員を仰せつかって、3 年が経とうとしております。それまでは、ミ ュオンを利用して物性
（高温超伝導関連）実験を行う単なるユーザーでした が、編集作業を通じて、ミュオンに関する様々な分
野の研究に目を向けること ができつつあります。今後も、様々なジャンルの特集に携わっていければと
思っております。(TA)
・私事ながらこの 3 月末で理研を退職し、東京大学大学院総合文化研究科に転出することになりました。
私が理研に就職し初めてミュオンを使い、この世界の面白さに魅せられてから 10 年になります。J-PARC
が動き始めてこれから 10 年、20 年、30 年と日本のミュオン科学を支える基盤ができつつあるなかで、
私も今度は立場を大学にかえて参加できたらな、と思っています。(YM)
・今号から編集部員各人の声も「編集後記」として掲載しております。本誌や J-PARC などに対しての会
員皆様の声もお待ちしておりますのでお気軽にご投稿ください。（WH）
なお、今回もレイアウト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きました。

日本中間子科学会誌「めそん」 2008 年春号（通巻 27 号）
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