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議事録

最初に各種委員会の位置付け、中間子科学会から
の構成委員等について紹介。詳細についての資料を
中間子科学会のホームページに載せたい。一般会員

日本中間子科学会総会議事録

が誰がどの委員会に出ているかを把握し要望を伝え
られる体制をつくることが重要。各種委員会報告も
支障のない範囲でホームページに載せたほうがよい
のではないか。
３月１７日の J-PARC 利用者協議会においては各
コミュニティーの今後の計画（グランドデザイン）

第２回総会議事録

についての発表があり、中間子科学会からは西田会

日

時：2008 年３月 24 日（日）18:00 ～ 20:00

長からミュオン科学・J-PARC ミュオン施設２期計

場

所：近畿大学本部キャンパス

画の紹介がなされた。

日本物理学会

WK 会場

続いて３月１８日の J-PARC-MLF 施設利用委員会

出席者：池戸、石田（勝）、伊藤（厚）、伊藤（孝）、 においては中性子分光器のグランドデザインについ
今尾、岩崎、大石、門野、河村（聖）、

ての議論が行われた。中性子側はまだ順位付け等の

河村（成）、川股、久保、小池（貴）、

議論は行われていないようである。中性子とミュオ

小池（洋）小嶋、小林（千）、小林（義）、

ン双方にまたがる順位付けの議論が今後展開される

佐藤（一）、下村、杉山、鈴木（栄）、竹下、 可能性もある。
友野、鳥養、西田、西山（樟）、髭本、

MLF 利用者懇談会は３月の IPS08 の会場で開催

平石、松崎、松田、三原、宮崎、三宅、

され、会則・会費等の議論が行われた。会費は一般

渡邊（３４名）（敬称略、あいうえお順）

会員 2000 円・学生会員無料。ただし選挙権は会費
を払っている会員に限る。また年１回シンポジウム

はじめに議長に杉山、書記に下村を選出した。

を開催する予定である。
またイノベーション制度と呼ばれる PD と企業の

１．中間子科学会運営委員会報告（第３回 2007 年

コラボレーションを主体とした外部資金制度が始

12 月 23 日、第４回 2008 年 2 月 2 日）（西田）

まろうとしているのでこの場で紹介しておきたい。
チャネル建設に使えるかもしれない。

詳細は「めそん」参照のこと。第３回においては

・大型資金をとってきた場合の J-PARC での取扱い

KEK、理研、原研等各研究グループの将来計画につ

はどうなるのか？

いて J-PARC 利用者協議会、MLF 施設利用委員会へ

・基本的にα - β方式をとることになる。また運転

の対応の観点から議論した。第４回は KEK のロー

資金・運転要員を設置者が用意しなければならない。

ドマップに対する対応、J-PARC 利用者協議会に対

実際には NEDO,JST などでは目的外の使用を禁じて

する対応を主に議論し、利用者協議会にむけてプレ

いるのでそれなりに工夫をしなくてはならない。
（プ

ゼンテーション資料の作成を進めることとした。こ

ロジェクト課題としての取扱いなど）

の資料に関しては中間子科学会のホームページ等で
公開することを考えている。

３．各施設の方向

・理研が J-PARC に出てくる可能性ははっきりした

３－１

のか？

KEK（西山）

KEK では次期執行部を今年決める。現執行部は

・理研は現時点での参加を考えていない

以下のような大規模な改革に取り組んでいる。

２．J-PARC 利 用 者 協 議 会（2008 年 3 月 17 日 ）,

A)

J-PARC-MLF 施設利用委員会（2008 年 3 月 18 日）
MLF 利用者懇談会について（鳥養）

ロードマップ
KEK の将来計画を俯瞰するもので J-PARC アップ

グレード、ILC に向けた開発研究、ERL（放射光の
次期プロジェクト）、KEKB のアップグレード、先

「めそん」No.28, 2008 年

秋
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議事録

端計測の柱からなる。このなかで J-PARC のアップ

レノイド搬入のため、第２種放射線管理区域を設定

グレードは第１順位でその内容はグランドデザイン

した。また翌日には超伝導ソレノイドがつくば地区

によるとのことになっている。英文はすでに公表さ

より移送され、1 月中にソレノイドの設置作業は終

れ、日本語のものも近日中に公表される予定である。 了した。現在は冷凍機の移設が急ピッチで進んでお
・KEK のロードマップの時間スケールは 2009 年～

り、４月には冷凍機の性能試験、８月には全システ

2013 年

ムの冷却励磁試験が予定されている。

・高エネ研物構研の下村所長から会長に対してユー
ザーコミュニティーの要望を反映して修正したいと

３－３

理研 RAL の現状（松崎）

の話を 12 月にもらい、第３回運営委員会で議論を

この半期の間に先頭四重極電磁石の温度インター

行い、J-PARC の推進とくにミュオン施設２期計画

ロックの故障、ヘリウム冷凍機コントロール系の故

の推進を記載するように強く要望した。下村所長の

障が相次いだが現在はともに解決している。

返事はごもっともとのことであった。（西田）

ポート４に設置するスペクトロメータの製作が進

・最終案はどこかで提示されるのか？

行している。300+300 チャネルの規模となる予定。

・ロードマップについては英文のものが既に KEK

DAC には VME システムを採用している。

のホームページで公表されているが、今から修正を

外部評価委員会が 2007 年 12 月４,5 日で開催さ

受け付けるということか？

れた。2010 年度以降についての議論は来年度行わ

・３月１０日にロードマップの評価委員会が開催さ

れ、2009 年 1 月に開催される仁科記念センターの

れたところなのでまだ最終決定ではないと思ってい

外部評価委員会、4 月に開催される理研全体の外部

る。

評価委員会での議論へと展開されていく。
次回 PAC は 2008 年 10 月中旬の予定である。

B)

組織改革
機構長の補佐としての選任の理事をおくことが検

３－４

原子力機構先端研の現状（髭本）

討されている。また主幹制度を廃止し研究所間をま

崩壊表面ミュオンチャネルの先端にパルス電場

たがるプロジェクトを定義し、プロジェクトリー

キッカーを備えた実験ポートを建設中である。現在

ダーを設置する構想もある。現段階では結論はでて

キッカー用パルス高電圧電源は完成し、キッカー本

いない。このような組織改革は機構全体でそろって

体の製作を行っている。

という考え方と各研究所ごとにやるという２つの考
え方がある。物構研ではやや懐疑的に捉えており、 ４
たとえ主幹が廃止されても放射光、中性子、ミュオ

その他の活動

４－１

µSR08（西山）

ンの３施設のヘッドをおくことには議論はない。ま

重要日程・招待講演者については「めそん」参照

た副所長を二人おき、一方をつくば担当、もう一方

のこと。アブストラクト締切が近付いているので注

を東海担当とする案も出ているが職階が１つ増える

意して欲しい。

ため中性子・ミュオンとしては注意が必要である。
・ミュオンからは主幹が出ていることが極めて重要
である。

万博記念協会からサポートを受けられることに
なった。
ポスターに万博記念協会のロゴをつけるために
シールを作成したので各自ポスターに貼ってほし

平成２１年度より海外共同利用は認められないの
で注意してほしい。
J-PARC の実験公募は間もなく始まる。
・詳細が決まりしだい。メーリングリスト等で案内
していただきたい。

い。
・関連したこととして東大地震研と共同でミュオン
に関する一般公演会を開催したいという話がある。
・基本的には賛成、つくば市などに後援にはいって
もらうなどして連携をとったほうがよい。
・若手に対する賞を創設するという話はその後どう

３－２

J-PARC ミュオン施設の現状（三宅）

2007 年 12 月 25 日に MLF 第２実験に放射化ソ

2

なったのか？
運営委員会で早急に詰めることとする。博士をとっ

「めそん」No.28, 2008 年

秋

議事録

てから５年程度を目安とするべきか？
４－２

事務局会計報告（石田）

今年度の納入額は向上している。しかしながら現
在でも支出額が収入をうわまわっておりいずれ会費
の値上げ等の議論をしなければならない。
注）内容整理のため発言順序を組み替えた部分があ
ります。
（文責

下村）

「めそん」No.28, 2008 年
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J-PARC グランドデザイン

J-PARC グランドデザイン
日本中間子科学会会長
西田 信彦
J-PARC の加速器建設は、順調に進み、5 月には

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

初中性子ビームが既に得られ、ミュオンビームも、 （2008 年 6 月 14 日運営委員会報告）
この 9 月に得られ、最初のミュオン実験が行われ

日本中間子科学会会員各位

ることになっています。まさに、これから J-PARC
の実験が始まらんとする重要な時期となっていま

J-PARC の 加 速 器 建 設 は、 非 常 に 順 調 に 進 ん で

す。J-PARC 利用者の意見を反映する J-PARC 利用

おり、5 月には初中性子ビームが既に得られまし

者協議会では、2008 年 3 月から J-PARC の将来計

た。ミュオンビームも、今秋には、得られる予定で

画を考えてゆく土台となる「グランドデザイン」が

す。J-PARC 利用者協議会において、これからの建

議論されており、日本中間子科学会からは、西山、 設のロードマップ作りが議題に上ってきています。
鳥養、西田が委員として出席しています。高エネル

このことについて、緊急に運営委員会を開催して、

ギー（ニュートリノ実験はここに含まれる）、原子

J-PARC のミュオン施設 MUSE の建設について話し

核、中性子、ミュオン、核変換の 5 つの研究分野が、 合いを行いました。そのことを、以下に報告いたし
今後 J-PARC において展開すべき研究課題の紹介、 ます。
それを行うために必要なビームチャンネル、測定装

J-PARC ミュオン施設（MUSE）のこれからの最

置の提案を行い、全体のグランドデザインを作成、 大の課題は、2 期計画として予定されている、超低
それを J-PARC 運営委員会へ意見書として提出する

速ミュオンチャンネル、表面ミュオンチャンネルお

ことになっています。日本中間子科学会において

よびそれぞれのスペクトロメーターの建設をいかに

は、昨年から、2007 年秋、2008 年春の総会、そ

実現して行くかにあります。２００７年 9 月の総

の間に開催された運営委員会において J-PARC ミュ

会において、これらのミュオンチャンネルについて、

オン施設 MUSE で行う、ミュオン科学の新しい展開、 意見交換を行いました。J-PARC 利用者協議会にお
必要なミュオンチャンネルについて議論してきまし

いて、今後、J-PARC の実験設備をどのように建設

た。2008 年 6 月 26 日の J-PARC 利用者協議会で

して行くかについて、各コミュニティからの意見を

は、各研究分野が J-PARC で必要とする実験装置の

求められています。6 月 26 日に行われる利用者協

予算額、優先度が問われることになり、6 月 14 日

議会で、１）各コミュニティにおける、設備建設と

に運営委員会を開催、この点を話し合いました。す

その資金計画（トータルコスト、年次計画、等々の

でに会員の皆様には、6 月 24 日の e-mail でその内

概算）２）コミュニティの中での優先度、が議論さ

容を送付、意見を求めました。あらためて、2008

れます。去る 6 月 14 日、運営委員会を開催して、

年 6 月 14 日の運営委員会の報告を以下に掲載しま

J-PARC ミュオン施設のビームチャンネル計画につ

す。この方針に従って、6 月 26 日の J-PARC 利用

いて、総会における意見をも考慮にいれ、議論しま

者協議会で、日本中間子科学会の意見を述べていま

した。

す。具体的な日時は決まっていませんが、この秋、

超低速ミュオンチャンネル、表面ミュオンチャン

J-PARC 利用者協議会が開かれ、継続して J-PARC

ネルはいずれも、ミュオン物質科学研究には重要

グランドデザインについて検討されます。

であり，ミュオンコミュニティから強い要望があ
りますが、J-PARC 全体のグラウンドデザインでは、
J-PARC でしかできない世界的な特徴のある計画が

4
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J-PARC グランドデザイン

最優先されること、超低速ミュオンは、J-PARC の
大強度ミュオンをもって初めて実現可能なビームで
あり、表面・界面・マイクログラム試料の µSR 物
質科学研究にブレークスルーをもたらすと期待さ
れ、国際評価委員会においても最優先実現課題と評
価されていること、および、崩壊表面ミュオンチャ
ンネルが 1 チャンネル建設されていること、を考
慮にいれて、
（１）超低速ミュオンチャンネル、
（２）
複合表面ミュオンチャンネル、の順位で早期建設を
目指すこと、さらに将来計画として J-PARC の高エ
ネルギー加速器でしか実現できない（３）尖鋭高エ
ネルギーチャネルを検討することで、意見の一致を
見ました。J-PARC 利用者協議会には、この方針で
臨むことになります。
平 成 20 年 6 月 23 日
日本中間子科学会会長

西田信彦

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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特集「動き始める J-PARC-MUSE」

はじめに
今号と次号に分けまして J-PARC ミュオン科学実験施設を特集します。MUSE (Muon
Science Establishment) と名づけられたこの施設では、1MW 陽子ビームから得られる
大強度のミュオンを利用して、様々な研究が行われます。長きに亘る建設期間を経て、
MUSE はまもなく稼動されます。これは日本のみならず、世界のミュオン科学関係者にとっ
て大きな一歩を踏み出すことを意味しております。今号ではこの一次ライン、つまり陽子
ビームが標的にあたりパイオン、あるいはミュオンが発生する部分を中心に MUSE につ
いて紹介していただいております。
また、MUSE がある物質生命科学実験施設（MLF）ではミュオンと中性子が同じ陽子
ビームを共有しております。MLF では 2008 年 5 月に最初の中性子の発生に見事に成功し、
これはミュオングループにとっても大きな励みになるものでした。今回、中性子の方から
も、J-PARC における最初の中性子発生についての臨場感あふれる記事をいただきました。
なお、次号ではユーザーに関係する 2 次ラインを紹介していく予定です。
（編集部）
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ミュオン源からビーム取り出しまで
ＤＡＹ１を前にして
J-PARC センター

物質・生命科学ディビジョン
ミュオンセクション
三宅 康博

思い起こせば、2001 年に J-PARC の予算が認められてからもう 7 年以上たってしまった。切羽詰まっ
た出来事の連続で、大げさないいかたかもしれないが、これまで息をする暇もなくここまで来たような気
がする。9 月のミュオン DAY1 まであと一月にならんとしている。まだまだ、やり残していることは山ほ
どあるが、不思議と焦りはない。とりあえず、ゆっくりでも着実に進めるしかないと達観しているからか
もしれない。急に、要請されたので、思いつくままを羅列していきたいと思う。
原研のオメガ計画と KEK の JHF 計画が、統合さ

第 2 標的併せて 30mm 以内にすることで、何とか

れ、両者が共同で推進することとなった統合計画

対応できる目処はついた。しかしながら、下流のコ

（この時には、J-PARC という名前はまだ存在しなか

ンポーネントを KEK ミュオングループで面倒をみ

った）の第１期の予算が認められたのは、2000 年

ることになったのは、予算的にも、技術的にも、人

12 月の事だった。その後も、本当の意味で、ミュ

員的にも予想を遙かに上回る過酷な状況に我々を追

オン施設が認められるまでには、紆余曲折があった

い込んだ。技術的、予算的に苦しんだという意味で、

ことはいうまでもない。第 1 期にはビームライン

下流のコンポーネントを耐放射線性に優れた材料で

を 1 本しか準備することができないが、「よく存続

くみ上げる為には、完全無機絶縁の MIC（Minearal

できてミュオンビームをだすところまで漕ぎ着ける

Insulation Cable）を安定して入手せねばならない。

ことができたなあ！」というのが正直な気持ちであ

第 1 の至上命題だった。KEK-MSL の建設時に用い

る。永宮ディレクター、池田 MLF ディヴィジョン

たカナダの会社は、もう MIC の生産を止めていた

長に要所要所で助け船を出していただかなかったら

し、日立電線製の MIC は、コストの観点で厳しい。

なくなっていたかもしれない。今から考えると、背

残るは、「シベリアの雪の下に埋め込んで保管され

筋が凍る思いである。

ていたロシア INR 研究所の MIC コイルをどうにか

ミュオン施設は、施設の共有化による全体予算の

して調達して、耐放射線性に富んだ電磁石を作るし

削減を考慮して、中性子源に至る 3GeV 陽子ライン

かないんじゃないか」とその時は、判断した。結局、

上にミュオン標的を串刺し状に設置し、建屋・ビー

崩壊ミュオンチャネルの先頭トリプレット四重極電

ムライン・基幹施設等を共用するＭＮ串刺し標的案

磁石だけは、ロシア INR 製の MIC を用いて製作し

を採択することとなった。もちろん、中性子施設と

たが、最終的に完成するまでには、想像をしていた

のビームシェアリングの観点からもメリットが大き

以上に根気のいる交渉・忍耐が必要であった。残り

いという理由もある。

ただ、事がそう単純に運ぶ

の標的近傍の電磁石は、コイルの値段が数倍かかっ

はずもなく、「ミュオン標的によるビームロスをど

たが、日立電線製の MIC を用いて、河村と藤森等

れくらいにするのか？」また、「ミュオン標的下流

の頑張りでいいものができた。当初予算を遙かに上

のコンポーネントの放射化、所掌をどうするか？」 回る出費となったのは、ご想像どおりである。
という議論が持ち上がった。結局、中性子グループ

次 に 頭 に 浮 か ぶ の は、 遠 隔 操 作 に よ る 真 空

との厳しい (?) 話し合いで、ミュオン標的によるビ

接 続 シ ー ル、 所 謂 ピ ロ ー シ ー ル の 開 発 で あ る。

ームロスを 10%以下とすること、さらには、ミュ

1MW(3GeV333mA) の 陽 子 ビ ー ム ラ イ ン 中 に

オン標的より下流のビームラインコンポーネントの

10-20mm 厚のグラファイトをパイオン及びミュオ

製作設置を KEK ミュオングループが所掌すること

ンの生成のため挿入する為に、これまで KEK で現

で合意した。前者は、グラファイトの標的厚を第 1、 存するブースター陽子ビームラインと比べ、およそ
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1000 倍の放射線、放射能が発生する。この為、標

である。できあがった M2 ラインは、Beveridge さ

的チェンバーとビームダクト、或いは電磁石とビー

んとゼロから始めて、作り上げた基本設計通りとい

ムダクトを接続するフランジを人が近づいてボルト

って過言ではない。

締めなどの作業する事が不可能な程、放射線が強い

もうひとつ、思い出されるのは、空冷装置のこと

ことが予測される。このような高放射線場で、実際

である。M2 ラインは、NOX の発生を可能な限り抑

に人が近づいてアクセスする事無く、遠隔操作でフ

えるために、空気のボリュームを可能な限り小さく

ランジの脱着が可能な特殊なフランジ構造が必須で

することを前提に、遮蔽体や、電磁石、標的チャン

あった。ピローシールは、元々は、スイスの PSI 研

バーなどを設計している。結果として、各コンポー

究所で 10 年を越える使用の実績のある特殊なフラ

ネントの隙間は精々、20mm 程度の限界設計とな

ンジであったが、到達真空度や、可動範囲等を考慮

っている。にも拘わらず、散乱した陽子ビームや

すると独自のピローシールを開発する事が必要だっ

中性子など由来の核発熱や、ケーブル、電磁石か

た。最初、工作センターの佐藤さんに頼み込んで、 ら 70kW を超えて発生してくる発熱を除熱しつつ、
IHI の土屋さんとの 1 号機を製作した。その後、佐

空気が滞留して NOX が高濃度にならないように空

藤さんのアイデアでパントグラムを用いて、ピロー

気の流れがなければならない。複雑な空気の流れを

シールをサポートするだけでなく、70mm のフラ

数値的に評価することもままならなかったので、結

ンジギャップに挿入したピローシールを平行に伸縮

局、M2 ラインの 1/20 の模型を作って、空気の流

させ、対抗フランジとの面接触をはかる技術開発が

れや水がこぼれた時の対応を考えた。設計だけでな

うまくいった。このピローシールを傷つけないで、 く設置も大変であったが、JAEA 建設の北見さん、
遠隔操作で現地に設置するというのが次の難題とし

KEK 施設の青木さん、鈴木さんのおかげでなかな

て待っていた。そこで、実寸のテストベンチを製作

かいいものができあがり、M1,M2 トンネルの温度

し、ピローシールアセンブリをクレーン操作だけで

管理、空気の流れを担保している。2007 年 12 月

脱着できる為の R&D に取りかかった。ストラッサ

には、電磁石の総合試験を行い、電磁石の運転が空

ー、佐藤さん、牧村、幸田等と、ああでもない、こ

調負荷に与える影響も調べ、問題が無いことを確認

うでもないと改善に次ぐ毎日で、苦労したことはい

できた。ということで、1 次ラインのほうは、なん

うまでもない。2007 年度末に、M2 ラインの各種

とか 2007 年で片がついた？という次第である。た

コンポーネントである、標的チャンバー、電磁石群、 だ、1 次ラインの建設に予算のほとんどを使い果た
各種モニター、GV 付きピローシール、ピローシー

してしまってから、表面・崩壊ミュオンチャネルを

ル、長尺ダクトなどの設置がうまくいった。佐藤さ

つくるというのは、予算という意味で大変厳しいも

んのアイデアとスイス・プレシジョンのおかげさま

のであるのは、想像に難くないだろう。

といってもいいだろう。すべてのコンポーネントの
真空がつながった後の、M2 ラインの真空度は、目
-4

ま ず、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、

-5

標である 10 Pa をクリアし、3x10 Pa を達成した。 2007 年 12 月 25 日に、MLF 第 2 実験ホールの一
2008 年 5 月 30 日には、中性子源にファーストビ

部を第 2 種管理区域として設定した。そこに、下

ームを送り届けることができたのはご存じの通りで

村が KEK 第 1 実験室で解体した超伝導ソレノイド

ある。

コイルを持ち込んだ。1 月には、ソレノイド真空容

ミュオン施設の設計という意味で忘れてはならな

器に無事、格納し、チムニー部分も含めて設置が終

い人物は、TRIUMF で Kaon ファクトリーの設計を

了した。その後、3 月末までにオンライン冷凍機の

されていた Jack

コールドボックスとコンプレッサーとの接続を終了

Beveridge さんである。何回か数

ヶ月間来日してもらった。その度に、関係者が缶詰

させた。8 月には、総合試験を行う手はずである。

状態になって、ミュオン標的、M2 ラインの構造、 9 月の DAY1 までにすべて終わっていなければなら
真空接続のことなど、全てのことを議論し、決めて

ない。「本当かいな」といわれそうだが、乞うご期待。

いった。これまでハンドオンメンテナンスでしか経
験したことがない素人集団が、初めて未曾有の大強
度陽子ビームを取り扱うことが至上命題になったの
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ミュオンビームの生成
J-PARC センター

1. はじめに

物質・生命科学ディビジョン
ミュオンセクション
河村 成肇

2. J-PARC ミュオン施設

大半の「めそん」読者の皆さんは J-PARC という

日本原子力研究開発機構と高エネルギー加速器

加速器施設において、世界最高強度のパルスミュオ

研究機構の共同で建設が進められている大強度陽

ンビームを発生させるための装置が設置され、間も

子 加 速 器 施 設 J-PARC（Japan Proton Accelerator

なく運用が開始されることはご存知でしょう。この

Research Complex）では、線形加速器、3GeV シン

施設はミュオンビームを発生させる “ 日本初 ” の記

クロトロン、50GeV シンクロトロン、これら 3 つ

念すべき施設となります。“ 日本初 ” に異を唱える

の加速器群が茨城県東海村の原子力機構東海研内の

方もいらっしゃるかもしれませんが、その理由は後

キャンパス南側に建設されています。50GeV シン

述しますので、そちらをご覧ください。

クロトロンの中央付近に位置する物質・生命科学実

「めそん」読者の皆さんは今後、J-PARC ミュオン

験施設では 3GeV × 333µA（1MW）の陽子を受け

施設において実験を行うこともあるでしょう。より

入れ、ミュオンビームと中性子ビームを発生させま

多くの方に、より良い実験を行ってもらうことは

す。

我々の願いでもあります。いかなる実験でもそうで
しょうが、装置を知らずして良い実験を行うことは
できません。「めそん」では、今号と次号において
J-PARC ミュオン施設の特集を組んでいただけると
のことですので、この機会に本施設を知り、今後の
研究の一助としていただけることを願い、筆を取り
ます。
さて、今号の「めそん」ではミュオンビームの発
生に、次号ではそのビームの実験エリアへの輸送や
分光器に焦点を当てた内容となっています。加速器
から得られた陽子がミュオン生成標的に入射し、ミ
ュオンが発生し、それらをビームとして取り出すま

図1

J-PARC 施設全景

でが今号での内容です。「めそん」読者の方々が実
際に目にするのは、次号で紹介される実験エリアや

物質・生命科学実験施設は南北に約 150m、東西

その近傍のミュオンビームライン下流側でしょうか

に約 70m の広がりをもち、南北方向に背骨のよう

ら、今号で紹介される内容はどこか縁遠いものと思

に走る加速器トンネルが東西の実験ホールを分かつ

われるかもしれません。しかし、ミュオン実験施設

構造となっています。3GeV シンクロトロンから物

の核となるのはミュオン生成標的やその近傍の装置

質・生命科学実験施設へ入射した陽子は加速器トン

群で、開発においても最も多くの労が払われてきま

ネルを通過し、建物中央付近に位置する中性子生成

した。特殊環境での使用を前提として開発されたそ

標的へと入射します。ミュオン生成標的は中性子生

れら多くの装置の詳細は、各開発担当者の紹介文に

成標的の上流約 30m の位置に設置されています。

ゆだね、ここではミュオンビームの発生までを簡単

加速器からの陽子がミュオン生成標的を通過し、そ

に紹介したいと思います。

の後、中性子生成標的へと入射する構造は、英国ラ
ザフォード研究所の加速器施設 ISIS と類似してい
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とに分けられています。そして、これらの加速器ト

ます。
ミュオン生成標的である 2cm 厚のグラファイト

ンネルは厚い遮蔽壁により皆さんが実際に実験を行

との間で、ミュオンや中性子などの 2 次粒子生成、 うことになる実験ホールと隔てられています。
散乱等により入射する陽子ビームの約 5%が失われ

ミュオン生成標的からは東西に各 2 本、中性子

ます。1MW の 5%、50kW のビームロスがミュオ

生成標的からは放射状に 23 本の 2 次ビームライン

ン生成標的近傍で発生することの意味は、ISIS の第

が展開可能になっています。ミュオン実験施設は建

1 中性子標的（240kW）や第 2 中性子標的（60kW） 設の第 1 段階では西側の実験ホール（第 2 実験ホ
と比べていただければ分かるかと思います。すなわ

ール）に、120MeV/c までの崩壊ミュオン及び表

ち、ミュオン生成標的は、ミュオンの生成装置であ

面ミュオンを引き出すことが可能なビームラインが

ると同時に ISIS 中性子標的級の放射線発生源にも

設置されます。このミュオンビームラインの先頭部

なってしまっているのです。そのため、ミュオン生

分（ソレノイド電磁石の出口付近まで）は加速器ト

成標的周辺の装置は、放射線や放射能に対する耐性

ンネル内に設置されています。したがって、それら

などが必要になるのはもちろん、装置自体が放射線

の 2 次ライン電磁石にも、前述の放射線や放射能

遮蔽性能を有することや、装置の放射化後でもメン

に対する取り組みが必要になります。

テナンスが可能な構造であることなどが要求されま

ミュオン実験施設は M2 トンネル内のミュオン生

す。物質・生命科学実験施設内の加速器トンネルは

成標的とそれに付随した装置、及び実験ホールに展

ミュオン生成標的近傍より上流で比較的放射線・放

開するミュオンビームラインや実験エリアにより構

射能の影響の少ない M1 トンネルと、ミュオン生成

成されています。

標的近傍から中性子生成標的にいたる M2 トンネル

図2

物質・生命科学実験施設

図4

ミュオン実験施設

3. ミュオンセクション
ミュオン実験施設の運営は J-PARC センター、物
質・生命科学ディビジョン、ミュオンセクションに
より行われます。物質・生命科学ディビジョンはミ
ュオンセクションに加え、中性子生成標的や 3GeV
陽子の輸送を担当する中性子源セクション、中性子
図3

物質・生命科学実験施設断

分光器を運営する中性子利用セクション、基盤技術

中性子生成標的付近での断面を上流側（図 2

の開発を行う中性子基盤セクション、以上 4 つの

の左側）より投影

セクションにより構成されます。
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ミュオンセクションはミュオンビームラインやミ

高さは装置の放射化が激しく、残留放射能の影響で

ュオン実験エリアを運営しますが、ミュオン生成標

人が近づきメンテナンス作業を行うことができませ

的を含む M2 トンネル内の装置の運用も、中性子源

ん。しかし、装置の上にのせられた遮蔽体のその上

セクションとともにあたります。一部の読者の方は

面ならば、人が近づけるレベルにまでその影響は低

意外に思われるかもしれませんが、ミュオン生成標

減します。ビームラインを渓谷の中に埋めてしまう

的から中性子生成標的まで陽子を輸送するのもミュ

構造は、このように装置のメンテナンス作業を行う

オンセクションの主要な仕事の一つです。

うえでも、必須なものとなっています。また、装置
自体も単に遮蔽体をのせるだけではなく、電磁石の

4. ミュオンの発生と陽子の輸送

冷却水や電流導入端子の接続口などは遮蔽体上面に

ミュオンを生成するための標的は M2 トンネルに

配置される必要があります。この条件は真空ダクト

設置されています。ミュオン生成の副産物として発

の接続方法にとって大きな障害となります。ビーム

生する大量の放射線を閉じ込めるため、M2 トンネ

ラインは、ビームロスを抑えるため、高い真空度が

ルは周囲をコンクリートや鉄などの遮蔽体で覆われ

要求されます。したがって、電磁石などに組み込ま

ています。ただし、図 5 の写真に見るように陽子

れたビームダクトをつなぐ高性能な真空シールが必

ビームラインとミュオン生成標的位置から四方に伸

要となります。しかし、ビームダクトは人が近づけ

びるミュオンビームラインに沿って、電磁石などの

る場所から 2m 以上も下にあり、手作業で真空シー

装置を設置する箇所は約 3.5m の深さの渓谷となっ

ルを取り付けることはできません。読者の皆さんが

挿入方向

ています。

ビームライン電磁石

遮蔽体

電磁石本体

挿入方向
図5

電磁石などの主要な装置の設置直前の

M2 トンネル（平成 18 年 5 月 11 日撮影）
陽子ビームやミュオンビームはこの渓谷の底から
約 1m 上がった高さを走ります。したがって、この
渓谷に設置される電磁石をはじめとする全ての装置

図6

は、図 6 の上側写真のように、その本体上部に遮

写真、平成 19 年 2 月 5 日撮影）とソレノイド

蔽体をのせた構造となります。ビームラインに近い

電磁石（下側、平成 19 年 3 月 28 日撮影）
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ご存知の方法では、M2 トンネルの真空を封じるこ

イド電磁石をはじめ多くの技術として受け継がれ、

とは、おそらくできないでしょう。この難題の解答

ミュオン生成標的の開発など新たな技術が加わり、

は、今号の「真空装置」の紹介文に譲りますので、 今後もさらなる発展を遂げることでしょう。
そちらを参照してください。
実験ホールから見ると、加速器トンネル壁面には
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い。

れたソレノイド電磁石が改修を受け、歴史をつなぐ
ように J-PARC でも使用されようとしています。ソ
レノイド電磁石は、上流側から入射したパイ中間子
をその磁場中でミュオンへと崩壊させ、そのミュオ
ンを取り出すつなぎの役割を果たします。様々な意
味で「つなぎ」となるソレノイド電磁石はミュオン
実験施設を象徴するものと言えるかもしれません。
6. おわりに
平 成 16 年 度 よ り 本 格 的 な 建 設 を 開 始 し た
J-PARC ミュオン実験施設も、ファーストビームと
いう記念すべき瞬間を間もなく迎えようとしていま
す。建設期間の中で、ミュオンセクションはミュオ
ン施設の建設・運営のための最高のプロ集団へと進
化してきました。今回の「めそん」の特集を通じて、
そのプロ集団の実力の一端を感じていただきたいと
思っています。
さて、「はじめに」にでも触れましたが、J-PARC
ミュオン実験施設は “ 日本初 ” のミュオン発生施設
となります。実は、かつての日本の放射線関連法規
では、放射線とはα線、β線（電子線）、γ線及び
X 線、中性子線を指すもので、ミュオンは規制の対
象外でした。実際に規制しなければならないほど強
いミュオン源が存在しなかったのも事実です。しか
し、J-PARC のミュオン線源はもはや看過できるも
のではなく、日本の法規上 “ 初めて ” 放射線として
の規制を受けることになりました。つまり、ミュオ
ン発生装置として “ 初めて ” 国の認可を受けること
になるのです。規制の対象となることは必ずしも喜
ばしいこととは言えませんが、これも日本のミュオ
ン科学の一つの通過点なのでしょう。本施設の前身
となった KEK ミュオン施設からの流れは、ソレノ
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ミュオン標的システムと
ミュオン標的の交換
J-PARC センター

1. ミュオン標的システムの概要
J-PARC ミュオン科学研究施設では 3GeV、333
μ A の陽子ビームによって世界最高強度のパルス

物質・生命科学ディビジョン
ミュオンセクション
牧村 俊助

黒鉛の周囲にはステンレス配管が埋め込まれた銅フ
レームが配置されます。図１にミュオン標的の写真
を示します。

状ミュオンを発生させ様々な素粒子、物性実験を計

陽子ビームによって真空内に設置されているミュ

画しています。ミュオン生成標的は物質生命科学実

オン標的上では約 4kW の熱が発生しますが、ほと

験施設内の中性子標的上流に位置し、ミュオン標的

んど全ての熱はステンレス配管内を流れる冷却水に

を貫通した陽子ビームは中性子標的まで輸送される

よって取り除かれます。黒鉛材と銅フレームの境界

のでミュオンと中性子を同時に用いた実験が可能と

部には、その熱膨張係数の違いから黒鉛材の引張り

なっています。ミュオン標的周辺においては高度の

強度とほぼ同じ大きさの応力（39MPa）が発生す

放射化が予想されるため、従来のようにビームライ

ることが、有限要素法を用いた計算によってわかっ

ンに直接、人が近づき保守作業を行うことができな

ています。そのため黒鉛と銅のちょうど中間の熱膨

いので、保守作業の際には FL（床からの高さ）4m

張係数を持つチタンを、その境界に挿入しました。

のメンテナンスエリアより FL1.6m の機器の保守作

その結果として黒鉛材に発生する引張り応力を大幅

業を遮蔽体越しに行います。その際、機器は一体化

に小さくすることができました（8MPa）[1]。

された遮蔽体と同時にキャスクと呼ばれる遮蔽機能

黒鉛材は陽子ビームに照射されることによって損

付き輸送容器に収納され、遠隔操作室へ運ばれ、交

傷され、寸法が変化していきます。ビームスポット

換作業が行われます。今回はミュオン標的システム

上では一年につき 1dpa の放射線損傷が発生します

およびミュオン標的の交換作業に関して紹介しま

が、黒鉛材はビームスポットにおける温度条件下で

す。

は 1dpa につき約 1％の収縮が起きることが、中性
子照射実験によって予想されています [2]。これら
の放射線損傷を考慮すると半年で黒鉛上に引張り強

2. ミュオン標的
崩壊してミュオンを発生させるパイオンは厚さ

度と同程度の応力が発生すると計算されており、こ

20mm、直径 70mm の等方性黒鉛で作られます。 の放射線損傷が現在のミュオン標的の寿命を決定し
ています。
また、濡れ性の悪いことから黒鉛材はロウ付けす
ることが困難な材質として知られています。よって、
我々は原子炉で用いられる C/C 材をロウ付けする
ときに用いた特殊な銀ロウ材で黒鉛材を事前に金属
化したのちに、通常のロウ材にて接合しました。こ
れらの接合の健全性に関しては、同条件の接合サン
プルから切り出した試験片により曲げ試験を行い確
認しています [3]。
3. ミュオン標的チェンバ
ミュオン標的は真空中に設置されますが、遮蔽体
図1

ミュオン標的実機 1 号機
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ま取り扱う必要があるので、遮蔽体ごと挿入できる

用しています。ミュオン標的チェンバにて計測され

大きな真空容器が必要となります。この真空容器を

たピローシールのリーク量は平均して 3 × 10-9Pa・

我々はミュオン標的チェンバと呼んでいます。また、 m3/s 程度でした [5]。
ミュオン標的でのビーム形状を計測するためのプロ

ミュオン標的やスクレーパーはビームライン上

ファイルモニタがミュオン標的と直列に配置され、 に精度良く（ビームライン位置に対して± 0.5mm）
上下に駆動することによりそれぞれを切り替えるこ

設置される必要があります。しかしながら、ミュオ

とが出来ます。さらに、完全に両者をビームライン

ン標的はプラグシールドごと設置する必要があるた

から抜き出し、ビームを素通しにして中性子源まで

め多数の部品の加工精度、組立精度、設置精度の誤

送ることができます。ミュオン標的チェンバ内には

差が積み重なり、精度良く設置することが困難とな

標的で散乱した陽子ビームを止め、整形するスクレ

ります。そのため、真空チェンバの位置決めピンと

ーパーが二機挿入されます。図 2 にミュオン標的

取り合うプラグシールドのガイド部は、交換、調整

チェンバの写真を示します。

可能な部品をネジ留めすることにより、溶接等によ
る歪みを抑え、さらに誤差の蓄積を吸収、調整でき
るような構造としました。
4. キャスク
ミュオン標的は、黒鉛材の放射線損傷のため半年
に一度交換する必要がありますが、高度に放射化す
るため、ホットセル内にて遠隔操作で交換する必要
があります。使用済みのミュオン標的は、いったん
一時保管庫にて保管され、次に乾燥装置室に運ば
れ、冷却水配管内の冷却水を乾燥させます。引き続
いてホットセルに輸送され、遠隔操作機器にて交換
されます。標的を長期に保管する場合には、地下の
放射化機器保管設備室にて保管されます。このと

図2

メンテナンスエリア（FL4m）にて撮影

き、これらの場所まで輸送する際には、遮蔽機能付

したミュオン標的チェンバの写真。手前に標的

の輸送容器キャスクを使用する必要があります。ま

上下駆動機構、その奥にチェンバの冷却配管、

た、キャスクはスクレーパー、ピローシール、モニ

さらに奥にスクレーパーの冷却配管が見える。

ターを輸送するときにも使用できます。キャスクは

この 2.4m 下にビームラインが通っている。

内 寸 870mm × 570mm、 高 さ 4500mm、 最 大 厚
み 150mm の遮蔽容器部、取扱対象物をキャスク

ミュオン標的チェンバ内面は将来、輻射で冷却す

内に吊り込むグリッパ、グリッパの駆動装置、吊り

る可能性を考え黒体化するためにレイデント処理

込んだ後に下面を遮蔽する遮蔽扉である下部遮蔽体

（レイデント工業）が施してあります。ミュオン標

などから構成されます。ビームライン上の機器を交

的チェンバの真空性能はこの黒体化処理に決定され

換する際には、FL6m から FL10m の対象機器上部

-7

3

2

ており、3 × 10 Pa・m /s/m の脱ガス速度を達成

に設置されている天井シールドを移動させます。対

しています。この黒体化処理に関しては、原研高崎

象機器にキャスクグリッパと取り合う吊り具を取り

研における電子ビームによる照射試験を行っていま

付けた後に、天井シールドの設置されていた FL6m

す [4]。また、高度に放射化するためビームライン

の段差にキャスクを設置するための架台を設置しま

の高さには、人が近づいてボルトやカップリングの

す。この架台は、壁に埋め込まれた位置決め金具に

締結をすることができません。よって、ビームライ

よって± 2mm 程度の精度で設置されます。架台上

ン高さの真空シールにはスイスの PSI 研究所で実績

に設置されたキャスクからグリッパが対象機器に設

のある圧縮空気遠隔操作型真空シール機構ピローシ

置された吊り具に向かって吊り下ろされ、吊り具を

ールを改良した KEK-MSL モデルピローシールを採

掴み、対象機器をキャスク内に吊り込みます。図 3
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に標的上部に設置されたキャスクの写真を示しま

グリッパは最大引き出し高さとして、キャスク天

す。下部遮蔽体を閉じ、一時保管庫、ホットセル、 板から約 30m 下の放射化機器保管設備室へ降下し
放射化機器保管設備室、乾燥装置室の上部までキャ

ますが、二本のチェーンのみで上昇、降下、つかみ、

スクを輸送した後に、下部遮蔽体と各部屋上部の扉

はなしを行います。チェーンにかかる荷重はロード

を開き、取扱対象物を吊り下ろします。

セルによって計測され、過負荷、過少負荷、荷重不
均衡などによって全体のシステムを停止させます。
また、巻き上げ、巻き下げ高さもモーターに取り付
けたエンコーダによって計測されます。図 4 に標
的アッセンブリを吊り上げるグリッパの写真を示し
ます。
5. ミュオン標的の交換
ミュオン標的は、キャスクによってホットセルに
輸送され、遠隔操作にて半年に一度交換されます。
ミュオン標的を冷却水配管、温度を計測する熱電対、
プロファイルモニタの信号線はメンテナンスエリア
にて真空との取り合いを行います。そのためミュオ
ン標的は長さ約 4m のロッドに取り付けられ、これ
らの信号線類はロッド内を配線されます。標的を遠
隔操作で交換する際には標的ロッド全体を交換しま
す。また、標的は上下駆動しますので、標的ロッド
は直進駆動機能を持ったリニアモーションガイドに
よって構成されるスライドテーブル上に固定されま

図3

標的チェンバ上部に設置されたキャス

ク。スクレーパーを吊り上げる準備をしていま
す。

す。このスライドテーブルも故障の際には交換する
必要があります。
ホットセルの中には、中性子反射体の内部プラグ
を載せるための内部プラグ受け台があり、ミュオン
標的交換用のアタッチメントを取り付け、ミュオン
標的のプラグシールドをキャスクによって降下させ
ることができます。次に前後、左右、上下、回転駆
動のできる減速材等交換装置に交換対象物に合わせ
たアタッチメントを取り付け、標的ロッドやスライ
ドテーブル（標的ロッド等と呼びます。）を保持し
ます。標的ロッド等をプラグシールドに固定してい
るボルトはクレーンの走行レール上を移動できるパ
ワーマニュピレーターによって取り外します。これ
らのボルトは抜け落ちないような構造をしていた
り、パワーマニュピレーターの回転力を受けるため
の反力受けを持っているなどの特殊な構造をしてい
ます。次に減速材等交換装置を駆動することにより、
標的ロッド等をプラグシールドから取り外します。
取り外された交換対象物は切断装置によって切断さ
れ、廃棄容器に収納されます。図 5 にホットセル

図4

標的アッセンブリを吊り上げるグリッパ
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また、ホットセルの中の機器はクレーンによって
移動します。しかし、ホットセルの中では人の手に
よってガイドしたりすることができないので、水平
または垂直を保ちながら吊れる事が非常に重要で
す。場合によっては複数個の重心を持つ機器もある
ので、重心調整には細心の注意を払っています。
5. 今後の課題
黒鉛材の放射線損傷によって標的を半年に一度交
換することになっていますが、より長寿命な回転標
的の開発が必要とされています。また、作業者の被
曝量を軽減させるような改良や機器の製作が求めら
図5

ホットセル内の交換機器の配置写真。右

れています。

側に内部プラグ受け台、その左に減速材等交換
装置が配置されています。壁際には鉛ガラスの
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図6

標的ロッドの交換。内部プラグ受け台上

に設置された標的アッセンブリから標的ロッド
を取り外しています。減速材等交換装置によっ
て標的ロッドを保持し、パワーマニュピレータ
ーにて固定しているボルトを緩めています。
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MUSE の真空
J-PARC センター

物質・生命科学ディビジョン
ミュオンセクション
幸田 章宏

合成樹脂は用いられている。実際の放射線環境下で

1. はじめに
電磁石やミュオン生成標的が MUSE の舞台裏と

使用に耐えうるかについては真空機器メーカーが

すれば、真空装置はそのまた舞台裏のような存在と

JAEA 高崎研のガンマ線照射施設にポンプごと持ち

言える。陽子はイオン源から長い長い距離をとんで

込んで試験確認していたりする。話がやや真空とい

MLF にやってくる。その経路、いわゆるビームダ

う範疇から逸脱気味なのでここらあたりで切り上げ

-7

-8

クトは、場所によっては 10 ～ 10 Pa という高真

たいと思うが、こぼれ話をひとつだけ。ゲートバル

空で接続されている。加速器とはすなわち巨大な真

ブには駆動に用いる圧縮空気を制御する電磁弁があ

空装置なのである。加速器技術の進展と歩みをとも

る。これも耐放性をうたっているものがあり、もち

にして真空技術もまた発展してきた。そこには長い

ろんそれを採用した。しかしゲートバルブが複動式

時間で培われたノウハウの蓄積がある。筆者は加速

であるため、つねにどちらか一方の電磁弁には通電

器や真空についていわば素人同然という状態でこの

され発熱していることになる。ところが耐放性のた

加速器建設の現場に飛び込んだ。この経験をもとに、 めのシール材は熱に弱いことが後に判明した。仕方
今回の特集記事の執筆にあたってユーザーの目線に

がないので直流状の電流をチョップして発熱を抑え

近いところから MUSE の舞台裏の舞台裏、真空の

る装置を追加することとなった。一長一短のよい例

何がスゴイのか語ってみたいと思う。ビーム物理を

と言えるかもしれない。

専門としてきた方からは何を当たり前な、と失笑を
買う話も多いと思うがご容赦いただきたい。いつか
読者諸氏がユーザーとして MUSE を訪れたときに、
少しだけ思い出していただけると幸いである。

3. メンテナンスと真空
ビームラインの機器は簡単に故障しないように熟
考を重ねて作られてはいるが、それでも故障したと
きには機器を取り出して修理を施さなければならな
い。そのためには真空をパージしてビームダクトを

2. キーワードは耐放性
真空シール材としてよく用いられるテフロンは放

分解する作業が必須である。ミュオン 2 次ビーム

射線環境下で使えない材料の筆頭のようなものであ

ラインのように、人が近付いて作業可能な場所は人

る。シール材としてのみでなく、テフロンは潤滑効

手による作業となる。しかし、できるかぎり残留放

果を狙って使用されているケースもあり、バルブな

射線による被曝を抑えるため、作業は迅速にできる

どの選定では注意が必要である。一般的に、いわゆ

よう配慮されるべきである。崩壊・表面ミュオンビ

る合成樹脂は放射線を照射するとボロボロになって

ームラインでは主要な接続フランジとして KEK ハ

しまう。耐放射線性を有するエラストマーとして何

ドロングループで開発されたテーパーフランジの規

が優れているかは、それこそ研究者が日夜、研究に

格を採用している。テーパーフランジと言われてピ

精進しているような領域であり、様々な材料が提案

ンと来ない人は実験室によくある NW16 や NW25

されているが、それぞれに一長一短を抱えていると

の い わ ゆ る「 ク イ ッ ク カ ッ プ リ ン グ 」 の 口 径 が

いった状況である。

300mm や 500mm といったものを想像してほしい。

耐放性が要求されるのは真空廻りだけに限らな

クイックカップリングよろしく、迅速に脱着するこ

い。真空ポンプひとつとっても、回転駆動部の潤滑

とが可能である。TRIUMF でも同じものを使ってい

グリースや電気信号の絶縁（ケーブルの被覆からコ

るのでユーザーの中には見たことがある人もいるか

ネクタの材質まで）など、じつにいろいろな箇所に

もしれない。一方、MLF まで 1 次陽子ビームを輸
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送する 3N-BT のビームラインにも同様なテーパー

ろん単純に押し当てただけでは封止できない。いく

フランジが採用されている。こちらはビームダクト

つか鼻薬が必要である。その一翼が平面度と面粗度

の軽量化による作業時間短縮を意図し、チタン製の

である。

ダクトが使われている。もっともチタンを使うメリ

かつて KEK で実物大のテストベンチを設置して

ットは他にも「アウトガスが比較的少ない」「SUS

ピローシールを試験したところ、対向するフランジ

に比べて放射化されにくい」といった点も挙げられ

の平面度、つまり平面に対するたわみによってダイ

る。

アフラムの押し付けが均等にならず設計の性能が得

作業時間の短縮が、すなわちユーザーにとっても

られないことが明らかとなった。機械加工でフラン

ビームがダウンしている時間の短縮につながる。こ

ジの平面は容易に得られても、その後のダクトとの

の観点で言えば、作業終了からの真空状態への復帰

溶接でこれまた容易に歪んでしまう。1 次陽子ビー

の時間もまた重要である。1 次陽子ビームラインで

ムラインで使用されるビームダクトについては、そ

ミュオンセクションが担当している区間の容積は、 のフランジ 1 枚 1 枚について平面度が要求を満た
標的チェンバー等も含めておよそ 5m3 程度である。
この部分の粗排気にはピーク排気速度が約 100m3/
h のメカニカルブースターを備えたルーツポンプを
使用している。大気状態からターボ分子ポンプの起
動できる 1Pa あたりまで約 1 時間とちょっとで到
達できる。
4. 真打登場、ピローシール
上述のように、人が近付いて作業できる場所につ
いては人手による作業と言うのが基本である。で
は、人も容易に近づけないほど放射化してしまって
いる場所のメンテナンスはどうするのか？このこと
は MUSE が構想段階であった当初から指摘されて
いたことであった。この問題に我々グループの出し
た答えが「ピローシール」である。ピローシール自
体は PSI で最初に開発され、ここ J-PARC でもミュ
オン以外にハドロン、ニュートリノといった施設に
も普及しているリモートハンドリングの基本技術で
あるが、このピローシールを量産し、ひとつのビー

図 1．ピローシールの動作原理

ムラインに二十数か所も使用しているのはおそらく
世界でも MUSE が初めてではないだろうか。MUSE

しているかどうか測定をした。要求に満たないもの

を代表するような技術であるため、その名前は何度

はもちろん再加工を施した。

か耳にした方も多いかと思うが、ここであらためて
動作の概要を説明しておこう。

またダイアフラムおよびフランジ表面は研磨によ
り面粗度が 0.2a 以下を実現している。分かりやす

図１に示すようにピローシールは内・外の二重構

く一言で言えば「ピカピカの鏡のような状態」であ

造となったダイアフラムを有する。このダイアフラ

る。この研磨は実は人手によるものである。一時

ムは圧縮空気（MUSE の場合は圧縮窒素ガス）によ

期、iPod の鏡面加工などで注目をあびた「磨き屋

って対向するフランジに押し当てられる。この金属

シンジケート」というものが日本にある。詳細はい

間の接触によって真空を封止しようとするのがピロ

つか牧村氏がどこかで語ってくれると信じて割愛す

ーシールである。本当にそんなので止まるのか、と

るが、その仕事を目の当たりにし、なるほど職人技

指が痛い思いをしながらインジウムシールを締めた

とはこういうものかと感心しきりであった。

経験がおありの読者は思われるかもしれない。もち

18
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ームラインのどこに設置されていて、そこに何号機

が元気に 10-5Pa まで到達している。これもひとえ

のピローシールが設置されたときの He リークレー

に、構想段階から真空装置に関わってこられた牧村、

トがいくらであったか、というこれら情報はすべて

藤森両氏をはじめとしたミュオンセクション諸氏の

記録されており、今後の運用においても参考とされ

尽力あってのことと感謝している。とくにピローシ

る。

ールについては KEK 機械工作センターの佐藤氏の

もうひとつ、忘れてならないのが「中間排気」と
我々が呼ぶ差動排気の機構である。内・外の二重構

貢献を忘れてはならない。これらたくさんの人に感
謝しつつ今回の筆を置くことにする。

造となっているダイアフラムの間の空間は真空ポ
ンプによって 10 ～ 100Pa に維持されている。ひ
とつのダイアフラムあたりの He リークレートは、
いくら平面度や面粗度に気を使っても、せいぜい
10-4Pa・m3/s といったあたりである。これを中間
排気によって、いわばシリーズに接続することで

図 2．ビームラインに挿入されるピローシール
10-4 × 10-4=10-8Pa・m3/s という He リークレート
を実現しているのである。
5. 最後に
実に山あり谷ありといったビームラインの建設
であったが、昨年 7 月のピローシール設置完了後、
約 1 年間、1 次陽子ビームライン真空はほとんどト
ラブルなく動き続けている（じつは先月、中間排気
のポンプがトラブってヒヤッとしたが……）。つい
昨日も、きたる DAY1 に向けて真空運転を再開した
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J-PARC 1MW パルス核破砕中性子
源の概要と初中性子の発生
日本原子力研究開発機構 J-PARC センター
物質 ･ 生命科学ディビジョン
前川 藤夫、中島 健次
て選択し、SUS-316LN 製のターゲット容器内を循

1. はじめに
1999 年頃の J-PARC 実験施設の基本配置計画検

環させる。陽子ビームは水銀の原子核と核破砕反応

討の結果、中性子源とミュオン源が１つの実験施

を起こし、陽子 1 個あたり約 75 個、1 MW 出力時

設に共存することとなった。このときから、お互

には毎秒約 1017 個の中性子を生成する。

いに運命共同体としての関係が始まった。それか

生成したばかりの中性子エネルギーは MeV オー

ら約 7 年が経過、J-PARC 物質 ･ 生命科学実験施設

ダーで、中性子散乱実験等多くの応用にとってはエ

（MLF）の 2 つの線源の建設が完了し、運転が始ま

ネルギーが高すぎるため、モデレータで meV オー

る。2008 年 5 月 30 日、ミュオン源より一足先に、 ダーまでエネルギーを約 9 桁落とす。中性子源に
中性子源に初めて陽子ビームを導入し、中性子の発

は性格の異なる 3 台のモデレータがあるが、どれ

生に成功した。本稿では、中性子源の概要と初中性

も温度 20 K、圧力 1.5 MPaG の超臨界水素を循環

子発生の様子を紹介する。

している。こうして得られた冷 / 熱中性子が、2 つ
の実験ホールに設置される 23 台の中性子実験装置
に送り届けられる。

2. 1MW パルス核破砕中性子源の概要
J-PARC の中性子源（図 1）は、米国 SNS と共に

ターゲットやモデレータは、中性子の漏洩を抑制

世界初の MW 級出力のパルス核破砕中性子源とし

して中性子強度を増すために、その周囲をベリリウ

て建設された。3 GeV シンクロトロンで加速された

ム反射体で囲まれている。さらにその外側は高エネ

15

1 MW の陽子ビーム（毎秒 2 × 10 個の陽子）を

ルギー中性子遮蔽のための鉄鋼製あるいはコンクリ

水銀ターゲットに入射させる。従来の固体ターゲッ

ート製の遮蔽体で囲まれていて、生体遮蔽体外側ま

トでは MW 級ビームに伴う高密度の発熱を除去で

での直径は約 15 m である。

きないため、液体である水銀をターゲット材料とし

中性子ビームは、実験装置毎に独立で駆動できる

中性子冷却用
極低温水素循環システム

線源集合体

水銀ターゲット

水銀ターゲット
と走行台車

シャッター

陽子ビーム

陽子ビーム
入射ライン

中性子ビーム
モデレータ

反射体

10 m

図１
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J-PARC 1MW パルス核破砕中性子源の全体像（左）と中心部詳細（右）
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中性子ビームシャッター（鉄鋼 1.8 m ＋ポリエチ

が MLF 水銀ターゲットに到達したことを確認した。

レン 0.2 m）により出したり止めたりでき、陽子ビ

3GeV シンクロトロンから MLF 水銀ターゲットま

ームの on/off に関係なく実験者は試料の交換が行え

での約 300m に及ぶ陽子ビーム輸送を最初の 1 発

る。

で成功させたことは、中性子グループの努力の結果
であると共に、途中通過するミュオンラインの機器
を担当したミュオングループの多大な協力の結果で

3. いざ、Day-1
J-PARC の全体スケジュールの中で、中性子源に

もある。

初めて陽子ビームを導入する日（Day-1）は 2008
年 5 月とされていた。中性子源を構成する機器は
2002 年度から発注を始めたが、その当時は 2008
年とは遥か将来のことと感じていた。2007 年夏前
には大部分の機器据付が完了し、その後の約 1 年
間は Day-1 までにすべての機器の準備が完了する
よう、オフビームでの試運転調整を進めた。なにし
ろ、人類が経験したことの無い 1 MW 核破砕中性
子源という未知の巨大装置が相手であるため、様々
な技術的課題に直面し、それらと格闘しているうち
に最後の 1 年はあっという間に過ぎ去った。いよ
いよ、Day-1 である 2008 年 5 月 30 日を迎えた。
当日、朝 8:30 から、MLF 制御室にて関係者を
集めたミーティングが行なわれ、陽子ビーム輸送
系、ミュオン系、水銀系、水素系、冷却水系、制御

図2

初陽子ビームパルス入射時の強度モニタ

系、中性子利用系等、すべての系統に異常が無いこ

ー表示画面。図の左から右、上流から下流に向

とを確認した。当日の MLF シフトリーダー他数名

けて、計 9 台のモニターで計測した陽子数が

が、9:00 から J-PARC 中央制御室（CCR）で行なわ

記録されている。縦軸 GP は Giga Protons。左

れる加速器デイリーミーティングに参加、MLF の

から 3 番目（DMP）はビームダンプへ向かう

受け入れ態勢報告とともに、加速器側も順調である

モニター値で、通常運転時は 0 を示す。

ことを確認した。9:46 に MLF 制御室から CCR に
『ビーム受入可』の信号を発信、9:56 には MLF が

その後、10 〜 20 分間隔で計 19 発のシングルシ

インターロックエリアの一部として組み込まれた。 ョットのビームを入射しながら、陽子ビームライン
10:05 に MLF が加速器の行先モードとして組み込

の強度モニター、ロスモニター、プロファイルモニ

まれ、これで MLF が陽子ビームを受け入れるため

ターの粗調整を行ない、14:16 に完了した。これで、

の条件がすべて整った。事前の予行演習を十分に行

陽子ビームを安定して中性子源に輸送できることが

なっていたとはいえ、すべての手続きが極めて順調

確認されたため、初中性子観測へ移行する条件が整

に進行し、心の準備が間に合わないほどであった。

った。MLF 中性子源には 23 本のビームポートがあ

そして 10:12、MLF 制御室から CCR にビームを

るが、中性子源性能確認を目的に MLF 第１実験ホ

要求、10:15 に初めてのビームが 3GeV シンクロト

ールの 10 番目のポート (BL10) に設置された中性

ロンから MLF に向けて出射された。MLF 制御室で

子源特性試験装置、NOBORU で初中性子を観測す

は、数十名のスタッフが大型ディスプレーに写し出

るべく、準備を進めてきた。中性子検出器はリチウ

された陽子ビームモニターの信号に注目していた。 ムガラスシンチレータを光電子増倍管に貼付けたも
その瞬間、陽子ビーム輸送ラインの上流から下流に

ので、光電子増倍管から出力される電流信号を抵抗

向けて設置された 9 台の強度モニターがすべてほ

に流して電圧信号に変換、これをオシロスコープで

11

ぼ同じ値（400 GP = 4 × 10 protons）を示した（図

観測する。構造が極めて簡単で信頼性の高いと同時

2）。これにより、最初の 1 発で見事に陽子ビーム

に、シングルショットでも中性子の時間スペクトル
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を測定可能できる Day-1 に相応しい測定系である。
14:20 に中性子ビームシャッターを開放した。そし
て 14:25、シングルショットビームが MLF に打ち
込まれた。ほぼ同時に、オシロスコープの画面に記
録された中性子の時間スペクトル（図 3）が MLF
制御室の大型ディスプレーに写し出され、初中性子
観測の成功を確認し、拍手喝采となった。[1]

t~9.2ms, l~2.6A, E~12meV

図4

祝賀イベントにてくす玉割り。右から岡

﨑俊雄 原子力機構理事長、大山幸夫 副センタ
ー長、池田裕二郎 物質・生命科学ディビジョ
ン長、山崎良成 副センター長。

図3

初中性子を記録したオシロスコープ画

面。 横 軸 は 中 性 子 の 飛 行 時 間 を（ １ 目 盛 り
4ms）、縦軸は中性子数に比例した電圧（１目
盛り 50mV）を示している。

その後も中性子の測定を継続したが、16:00 頃に
岡﨑俊雄・原子力機構理事長が急遽お祝いに駆けつ
けて下さることとなったため、ビーム試験を一時

図5

祝賀イベントにて記念撮影。

停止して祝賀イベントへと移行した。池田裕二郎・
J-PARC センター物質・生命科学ディビジョン長の

4. 所期の中性子源性能を確認

初中性子生成成功の報告後、岡﨑理事長他により手

GeV オーダーの高エネルギー陽子を物質に入射す

作りのくす玉が見事に割られた（図 4）。また、岡

れば、中性子は必ず発生する。水銀ターゲットに陽

﨑理事長、KEK の下村理・物質構造科学研究所長

子ビームを入射し、中性子源中心から中性子検出器

からご祝辞をいただいた。そして記念撮影（図 5） まで中性子ビームの通り道が確保されていれば、中
を行なったが、気がつけば MLF 制御室が約 100 名

性子は確実に検出器に到達する。この意味において、

もの方々で溢れかえり、とても盛大な祝賀イベント

水銀ターゲットへの陽子ビーム入射に成功した時点

となった。

で、中性子は観測できて当然である。しかし、図 3

中性子源設計を一からご指導くださり、中性子源

の中性子スペクトルは、中性子源が設計どおり所期

建設に全精力を傾けられ、そして最近は仙台のご自

の性能を有することを次の 2 つの点で定量的に物

宅にお住まいになっている渡辺昇先生に、初中性子

語っている。

発生のその瞬間に立会っていただけたことが、中性
子グループのもう 1 つの大きな喜びであった。
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1 つは、観測した中性子数の絶対値である。中性
子源の設計では、水銀ターゲットに 3 GeV 陽子を
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入射するところから計算機シミュレーションを開始

折 装 置、SuperHRPD（KEK）、BL20 の 茨 城 県 材 料

する。水銀の原子核が核破砕反応を起こして多数の

構造解析装置、iMATERIA（茨城県）の合わせて 5

中性子を生成、これらの中性子がベリリウム反射体

台である。どの装置も完全には調整が済んでいない

や水銀ターゲットで数十回から数百回も散乱されな

段階であるにもかかわらず、ダイレクトビームの観

がら約 9 桁もエネルギーを減じ、時には吸収され、 測によるビーム形状やスペクトルの確認、検出器等
最後は 20 K の超臨界水素で冷中性子となり、中性

の機器の性能確認に留まらず、一部の装置では標準

子源中心から 10 m 以上離れた実験ホールの検出器

的な試料を用いた実際の測定までを試験として実施

まで到達する。これらすべての物理過程をシミュレ

した。特に、SuperHRPD では全く未調整の段階で

ートした結果、検出器に届く中性子数が計算される。 鉄試料の粉末パターンの測定に成功し、続く 6 月
一方、図 3 のスペクトルの面積から、検出した中

のビームタイムでは、Si 単結晶を用いて現在の世界

性子数が分かる。実際に実験値を測定値と比較した

最高分解能となる Dd/d = 0.037%を実現してしまっ

結果、実験値はまだ速報値であるために 30%程度

た（図 6）。[2]

の誤差があるが、この誤差範囲内で両者は一致した。
シミュレートしている現象が極めて複雑で広範囲に
及ぶのにも関わらず、極めて良い一致だといえる。
もう 1 つは、スペクトルの形である。常温では、
スピンが平行なオルソ水素が 75%、反平行なパラ
水素が 25%であるが、20 K 程度の極低温ではパラ
水素がほぼ 100%になる。我々はパラ水素 100%
を仮定して中性子源の最適化設計を行ない、また
100%になるように変換触媒を水素ループに導入し
た。20 K の水素で冷却された中性子は、もしその
エネルギー分布が Maxwell 分布に近いならば、約

図 6 シリコンを用いた回折実験のデータ。高

5 meV（図 3 ではほぼ中心）にピークが来るはずで

エネ機構にあった世界有数の回折装置 Sirius の

あるが、パラ水素が 100%であればピークは約 12

データとの比較。ピークの形がシャープなほど

meV に来ると予測していた。図 3 のスペクトルは

分解能が高いことを示す。SuperHRPD は分解

パラ水素がほぼ 100%であることを示しており、こ

能 1/3 以下を達成しただけでなく、ブラック

れによって我々の仮定が正しいことが証明された。

回折線に大きな裾がなくなり、1/10 線幅では
10 倍以上改善された。

5. 中性子実験装置の Day-1
この MLF の Day-1 の中性子ビームは、調整中の
中性子実験装置でも即日利用された（正確には、5
月 30 日から 31 日の 2 日間にかけてであるが）。

6. まだ坂の途中
以上のようにして、我々は、MLF における初中

初ビームに向けて最後の努力を続ける中性子源のグ

性子の発生という 1 つの大きなマイルストーンを

ループを横目に応援しつつ、中性子実験装置を建設

ほぼ目標通りに達成することができた。かと言って、

する J-PARC センターと外部の装置建設グループの

我々 J-PARC センター物質 ･ 生命科学ディビジョン

メンバーは全体で体制を整え、手ぐすね引いてビー

は、まだまだ甘い達成感に浸っていることはできな

ムを待ち受けていた。今年 12 月の共用（一般ユー

い。MLF の完全稼働、共用のための安定運用に向

ザーのビーム利用）開始に向けて調整を進めている

けてはまだまだ達成すべき項目は多い。何より、今

7 台の中性子実験装置のうち、今回の Day-1 にビー

後は MLF の半身といえるミュオン源の稼働開始と

ムを受けたのは、BL10 の NOBORU に加えて、BL3

いうイベントが控えている。我々は、さらに気を引

の茨城県生命物質構造解析装置、iBIX（茨城県）、 き締めて、2008 年 12 月に予定されている MLF の
BL4 の中性子核反応測定装置、NNRI（東工大、原

共用開始に向けてさらに全力を上げていくつもりで

子力機構、北大）、BL8 の超高分解能粉末中性子回

ある。
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µSR による SmRu4P12 における
高次多極子秩序の研究
日本原子力研究開発機構
先端基礎研究センター
伊藤 孝
1. はじめに

子）ではないかと予想されていた。後に、弾性定数

希土類、アクチノイドイオンは不完全な f 殻をも

の振る舞いから第 II 相の主要な秩序変数が四極子

ち、f 電子は多重縮退した状態にある。この縮退は

以外である可能性が高いことが判明し、吉澤らによ

スピン・軌道結合と物質中の結晶場によって解かれ

って G5u 磁気八極子秩序の可能性が指摘されること

るが、対称性のよい結晶場の下では軌道縮退が残り、 となった [4]。ただし、低温側の相境界には低磁場
磁気双極子だけでなく、より高次の多極子の自由度

にいくにつれ徐々に不明瞭になるという特異な振る

を有する結晶場基底状態が形成される。高次の多極

舞いが見られるため、単純に八極子 - 双極子の逐次

子は磁気双極子と同様に、多極子秩序、多極子近藤

相転移を仮定しただけでは実験事実の説明として不

効果、多極子間のフラストレーション等、多様な物

十分である。吉澤らは八極子と双極子および格子歪

理を示すことが予想されており、固体物理のフロン

みの結合を考慮し、低磁場において八極子と双極子

ティアとして注目を集めている。近年では、様々な

が混ざった新奇な状態が実現する可能性を議論して

実験手法を駆使した高次多極子研究の方法論が成熟

いる。

してきたこともあり、多極子の物理に関する理解は
急速に進みつつある [1]。µSR も高次多極子を調べ
るための有力な実験手法の一つであり、特に零磁場
における磁性、特徴的な時間領域の磁気揺らぎの観
測という点において貢献が期待されている。本稿で
は、著者の最近の研究から充填スクッテルダイト化
合物 SmRu4P12 の多極子秩序相における µSR を取り
あげ、異常な磁気揺らぎと高次多極子の低エネルギ
ー励起の関係について考察したい。
2. SmRu4P12 の逐次相転移と多極子秩序
充 填 ス ク ッ テ ル ダ イ ト 化 合 物 SmRu4P12 は
TMI=16.5K において金属絶縁体 (MI) 転移を起こし、
T*=14K 付近にもう一段、相転移的な異常を示す。
3+

結晶中の Sm イオンは J = 5/2 の状態を取り、磁

図 1. SmRu4P12 の TMI 近傍における磁場温度相
図 [2]。

気双極子、電気四極子、および磁気八極子の自由度
を有する G67 四重項を結晶場基底状態にもつと考え
られている。抵抗、比熱、および磁化の異常から決

磁気八極子モーメントは複雑な局所磁化の角度分

定された磁場温度相図 [2] を図 1 に示す。2 つの相

布を表しており、周囲に距離の 5 乗に反比例して

境界の振る舞いは CeB6 の逐次相転移のそれに似て

速やかに減衰する局所磁場を生じる。( 磁気双極子

いる [3]。結晶場基底状態の類似性も相まって、当

と同様、µSR によって検出可能。) 零磁場 µSR 測定

初、第 II(III) 相の秩序変数は電気四極子（磁気双極

の結果、TMI 以下において局所磁場の発生が観測さ
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れ、自発的な磁気多極子秩序が起こっていることが
確認された [5,6]。また、同測定により T* 付近に顕
著な異常が検出されなかったことから、零磁場にお
いて T* に明確な相境界が存在しないことも確認さ
れた。これらの結果は上述のシナリオとコンシステ
ントである。ここで、局所磁場の起源が八極子、双
極子のいずれにあるのか、もしくはその双方にある
のかについては、零磁場 µSR のみからは判断でき
ないことに注意されたい。八極子と双極子を見分け
るためには、Sm 原子核をプローブにして、オンサ
イトの磁気双極子モーメントを検出するのがよい方
法である。オンサイトの磁気八極子が原子核位置に

図 2. 零磁場におけるミュオンスピン回転周波

超微細磁場をつくらないことを利用するのである。

数の温度依存性 [6]。T > 6 K では 2 つの周波

これまでに

149

Sm 核共鳴前方散乱 [7] および Sm 核

比熱 [8] の測定が試みられており、TMI 以下におい

数の分離が困難になるため、単一回転成分によ
るフィットを行った。

て磁気双極子が秩序化していることが明らかにされ
ている。これは数ある秩序変数の候補の内、少なく
とも磁気双極子が秩序化していることを意味してい
るのであり、決して他の多極子の秩序を否定する結

3. SmRu4P12 の秩序相における ZF-, LF-µSR
SmRu4P12 の秩序相の性質をより詳しく調べるた

果ではないことに注意されたい。Sm 核比熱の測定

めに、

より、磁気双極子モーメントの飽和値は 0.29(1)µB

(1)

極低温、基底状態の磁性

と見積もられている。この値は結晶場基底状態 G67

(2)

秩序相における磁気揺らぎの性質

の磁気双極子秩序に期待されるものに比べ有意に小

の解明に焦点を定めて µSR による研究を行った。

さい。青木らは、主要な秩序変数として G4u 八極子

Sn フラックス法で得られた 1 × 1 × 1mm3 程度の

を想定した場合に二次的に誘起される磁気双極子の

大きさの単結晶をランダムに配向させたものについ

大きさが 0.30µB となることを見出し、G4u 八極子が

て ZF および LF-µSR 測定を行った。

零磁場の主要な秩序変数である可能性を提案してい
る [8]。

希釈冷凍機温度まで冷却して ZF スペクトルを測
定したところ、明確なミュオンスピン回転信号が観

以上、2 つのシナリオが提案されており、いずれ

測された。2 つの回転周波数の温度依存性を図 2 に

も低磁場において磁気双極子と磁気八極子が混ざっ

示す。局所磁場が T’=3 K 付近から低温に向けて顕

た秩序変数を想定している。各シナリオの長所と短

著に増大していることがわかる。さらに LF-µSR の

所を簡単にまとめておく。

結果からは、この異常が秩序相における磁気揺らぎ

(1)

に関係していることが明らかである。図 3 に縦磁

G4u 八極子秩序

長所：二次的な秩序変数として双極子モーメント

場 0.10T, 0.24T 印加時の縦緩和率の温度依存性を

0.3µB を伴う。( 核比熱とコンシステント )

示す。この条件下ではミュオンスピンは局所磁場の

短所：高磁場中の逐次相転移の説明を与えない。

時間平均成分 <Bloc> からほぼ完全にデカップルされ

(2)

ているので、スピン緩和は揺らぎ成分 dB(t) に起因

G5u 八極子秩序

長所：高磁場中の逐次相転移と低磁場における相境

すると考えてよい。縦緩和率は T’ 付近に極大を持

界の振る舞いを説明することができる。

ち、低温に向かって速やかに減少する。この振る舞

短所：J = 5/2 の Sm イオンでは G5u 八極子と双極

いは T’ における第三の相転移を想起させるが、比

子は混ざり得ない。共存を許すには J = 7/2 多重項

熱には顕著な異常は観測されていない [8]。また、

を取り入れる必要があるが、0.3µB という比較的大

この構造は温度に対して広い幅を持つため、相転移

きな双極子を許容するほどの寄与があるかは不明で

に伴う臨界発散と見なすのはやはり適当ではないだ

ある。

ろう。スタンダードな強い衝突近似モデルにより引
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図 3. 縦緩和率および強い衝突近似によって得
-1

図 4. H //[111], T=2K における周波数シフトの

られた揺動磁場のパラメータ dB, tc の温度依

磁場依存性。ミュオンサイトの分裂により、4

存性 [6,9]。比較のため、dB と共に <Bloc> をプ

つの信号が生じる。ラベル L+,L-,R+,R- は信号

ロットしてある。

とミュオンサイトの対応を表している。Sm を
囲む多面体は P サイト (= 頂点 ) を表している。

き出した、揺動磁場 dB(t) の大きさ dB および揺ら
ぎの速さ tc-1 の温度依存性を図 3 に示す。比較のた

な方法である。これにより局所的な対称性を調べ、

め、dB と自発回転周波数から求めた <Bloc> を並べ

サイトの推定を行うのである。

てプロットしてある。驚くべきことに、dB は <Bloc>

SmRu4P12 については秩序相の磁気構造が既に知

に匹敵する振幅を持っていることがわかる。仮に磁

られているため、秩序相における周波数シフトから

気双極子秩序におけるマグノンが揺動磁場の原因で

ミュオンサイトを推定する方法をとった。周波数シ

あると考えた場合、磁気双極子モーメントの平衡位

フトは局所磁場の大きさと方向によって決まり、特

置を中心とする揺らぎが非常に大きいことになって

に外部磁場が局所磁場に対し十分大きいときは、近

しまうため、適当ではない。この局所磁場の「振幅

似的に局所磁場の外部磁場方向に対する射影成分が

の大きな揺らぎ」は、後に示すように八極子の局所

シフトを決めると考えてよい。Sn フラックス法で

磁化分布の複雑性を反映した高次多極子の低エネル

作成した SmRu4P12 単結晶試料は 1 × 1 × 1 mm3

ギー励起に特有な現象である可能性がある。

程度と小さく、1 粒だけで µSR 測定を行うのは時
間の制約上難しい。そのため、複数の試料を敷き詰

4. TF-µSR によるミュオンサイトの決定
八極子による古典的な局所磁場は距離の 5 乗に

めて 6 × 4 mm2 程度の断面積を稼ぎ、H // [111]
の条件下において測定を行った。

反比例して速やかに減衰するため、モーメント - ミ

図 4 に H // [111], T = 2 K における周波数シフト

ュオン間の距離によってミュオンサイトの局所磁場

の磁場依存性を示す。低磁場における信号の分裂

に対する寄与が大きく変わってくる。よって、八極

は主に自発モーメントによるものであり、反強磁

子を扱う際にはミュオンサイトの同定がよりいっそ

気多極子秩序に特有な正負対称の分布をとってい

う重要な意味を持ってくる。ミュオンサイトの決定

る。この対称分布は磁場誘起モーメントにより崩さ

には単結晶に対し TF-µSR 測定を行うのが最も確実

れる。磁場に対する振る舞いから、4 つの信号は磁
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場誘起モーメントにより正のシフトを示すグループ
(L+,R+) と負のシフトを示すグループ (L-,R-) に分け
られる。信号は高磁場まで 4 つに保たれ、更なる
分裂は認められない。よって、磁場誘起モーメント
は自発モーメントと平行もしくは反平行に出ている
と考えられる。
実験事実に基づいてミュオンサイトの同定を進
めていこう。充填スクッテルダイトの結晶構造を
調べると、12e サイト (0.5,0,0.15) および 24g サイ

図 5. [111] 軸を対称軸とする G4u 八極子と G5u

ト (0.35,0,0.21) にミュオンが止まるのに十分な空

八極子が単一モーメント周りに生じる局所磁場

間があることがわかる。これらのサイトの内、磁場

の強さの角度依存性 [9]。凸部は八極子のもつ

誘起双極子モーメントによるシフトが正、負に分か

局所磁化の S 極および N 極の分布に対応して

れるのは 24g サイトのみである。以下、24g サイ

おり、磁場の湧き出しと吸い込みが交互に並ん

トについて磁気構造と実験結果のコンシステンシー

でいる。

101

を検証して行くことにしよう。

Ru-NQR[10] およ

99

び Ru- メスバウアー分光 [7] によると、磁気構造

う。先に述べたように自発モーメントの対称軸は

は bcc 格子における波数ベクトル q=(100) の反強

[111] 方向を向いているはずである。これを満たす

秩序であり、モーメントの対称軸は <111> 方向を

八極子演算子は、G4u の場合

向いている。TF-µSR の結果は磁場誘起モーメント

Ta111=(Tax+Tay+Taz)/ √ 3,

が自発モーメントに対し水平方向を向いていること
を示しているから、対称軸を [111] 方向にもつ単一

G5u の場合
Tb111=(Tbx+Tby+Tbz)/ √ 3

ドメインの秩序になっているはずである。これは 4

である。八極子演算子 Ta, Tb の定義については文献

種類ある等価なドメインが [111] 方向の磁場よって

[11] を参照されたい。結晶場基底 G67 四重項の張る

容易にその方向に揃うことを示唆しているのかもし

ヒルベルト空間において、これらの演算子の固有状

れない。[111] 方向を向いた単一ドメインを仮定し

態を求め、Santini-Amoretti の方法 [12] に従いそれ

た場合、図 4 のようにミュオンサイトと µSR 信号

ぞれの八極子に起因する古典的な磁場の角度分布を

の対応をとることができる。反強多極子秩序である

計算した結果を図 5 に示す。原点から表面までの

から、Sm モーメントの極性を考慮していることに

距離が局所磁場の大きさに比例しており、凸部は八

注意されたい。また、[111] 軸周りの対称操作につ

極子のもつ局所磁化の S 極および N 極の分布に対

いて、自発モーメントの作る局所磁場がミュオンサ

応している。磁場の湧き出しと吸い込みが交互に分

イトよりも高い対称性を持つことを暗に仮定した。 布しているため、いずれもミュオンサイトと同様
( ミュオンサイトは図 4 の水平線が示す [111] 軸に

に [111] 軸まわりに三回対称の構造を持っている。

直交した平面内に 3 つずつ存在し、各面内におい

24g サイトについては、ミュオンから最近接モーメ

て正三角形を形作っている。) この仮定はモーメン

ントまでの距離 (0.327 nm) が第二近接モーメント

トが双極子の場合だけでなく、後に示すように G4u,

まで (0.481 nm) と比べて十分に短いため、最近接

G5u 八極子の寄与を考慮した場合においても満たさ

モーメントからの寄与のみを考慮した場合でもよい

れる。さらに、24g サイトは零磁場における信号の

近似となる。図 5 の凸部に対応する古典的な八極

分裂も再現する。

子磁場の大きさは 5mT 程度であり、µSR で観測さ
れた局所磁場の大きさと同じオーダーの寄与が期待

5. 磁気多極子の低エネルギー励起による局所磁場

される。（RKKY 的な経路によるカップリングを考

の揺らぎ

えると、より大きくなる可能性もある。）八極子は

TF-µSR により、ミュオンは 24g サイトに止まっ
ていることがわかった。このサイトの局所磁場に対
する磁気八極子からの寄与を考えて行くことにしよ

28

双極子と共に局所磁場の状態を決める重要な要素の
一つであることがわかる。
八極子由来の磁場の大きさの角度分布は、磁気
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双極子の場合 ([111] 軸に沿って一対の S,N 極が分

[8] Y. Aoki et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 76 (2007)

布 ) と異なり非常に複雑である。ゆえに、八極子モ

113703.

ーメントを含む磁気多極子の平衡位置まわりの揺ら

[9] T.U. Ito et al.: submitted to Physica B.

ぎは、それが微小な変位であったとしても局所磁

[10] S. Masaki et al: J. Phys. Soc. Jpn. 76 (2007)

場に大きな変化をもたらすものと予想される。LF-

043714.

µSR により観測された局所磁場の「振幅の大きな揺

[11] R. Shiina et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 66 (1997)

らぎ」は、八極子と双極子よりなる磁気多極子モー

1741.

メントの低エネルギー励起によって生じるのではな

[12] P. Santini and G. Amoretti: Phys. Rev. Lett. 85

いだろうか。このような「振幅の大きな揺らぎ」は

(2000) 2188.

Ce0.7La0.3B6 の第 IV 相 (G5u 八極子秩序 ) の µSR にお

[13] H. Takagiwa et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 71 (2002)

いても観測されており [13]、高次磁気多極子秩序

31.

に共通して見られる振る舞いなのかもしれない。他
に八極子秩序を示す系としてアクチノイド酸化物
NpO2 が知られているが、強い放射能をもつために
取り扱いに制限が多く、この物質を使った上記シナ
リオの検証は難しい。八極子秩序を示す新たな系の
発見に期待したい。
6. おわりに
本稿は著者の博士論文 ( 平成 19 年度、東京工業
大学 ) より SmRu4P12 に関する研究を紹介したもの
です。共同研究者の皆様（西田信彦教授 ( 東工大 )、
髭本亘博士、大石一城博士、藤本達也博士、Robert
H. Heffner 博士 ( 以上、原子力機構 )、佐藤一彦教
授 ( 埼玉大学 )、菅原仁准教授 ( 徳島大学 )、青木勇
二准教授、菊地大輔博士、佐藤英行教授 ( 以上、首
都大学東京 )) および TRIUMF、KEK-MSL のスタッ
フの皆様に多大なご協力を頂きました。心より感謝
申し上げます。
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験を行うための施設の選定、将来のミュオンコライ

10th International Workshop on
Neutrino Factories, Super beams
and Beta beams (NuFACT08)

ダーの可能性などについての報告があった。また、
ボストン大学の L. Roberts 氏によるミュオン EDM
や µ-e コンバージョンの説明や、そして P. Kammel
氏から µLan の測定についてなど、ミュオンを使用
して標準理論を超える物理領域の追求などについて
の発表も聞くことができた。NuFACT においてはニ

高エネルギー加速器研究機構
物質構造科学研究所
中原 一隆

ュートリノ物理を中心に会議が進み、ミュオンはど

7 月 初 頭、 ス ペ イ ン は バ レ ン シ ア に お い て

ビームラインが建設されるに付いて、ミュオンに対

NuFACT08 国際会議が開催された。日本の梅雨を逃

ちらかと言うと劣勢の感がある。しかし、今回の会
議では特にニュートリノとミュオン物理の共通点や
関連性を強調する講演などがあり、新たにミュオン
する関心も高まっている様であった。

れ、いざバレンシアに到着してみると 35 度の気温

LHC が今年立ち上がってくるため、標準理論を

に迎えられたが、風が強く、あまり暑くは感じられ

超えるものが一体どの様な物理であるかと言うこと

なかった。会議はバレンシア大学の BotanicGarden

に対する関心と期待が強まっているが、同時にニュ

で行なわれ、ホテルから徒歩 20 分ほどの場所にあ

ートリノやミュオンを使ってこの新しい物理の一端

り、途中バレンシアの街中を歩いている際に町並み

を掴むことができれば大変興味深いと個人的にこの

がパリと非常に良く似ていることが印象に残った。

会議を通して感じた。

会議は午前中のプレナリーセッションと午後のワー

会議開催の前日バレンシアに到着し、その夜サッ

キンググループセッションやポスターセッションに

カー EURO2008 大会の決勝戦でスペインが勝利し

分かれており、6 日間にわたって行なわれ、内容は

たため、町中大騒ぎになった。お祝いは明け方まで

ニュートリノやミュオンに関する、主に素粒子・核

続き、泊まったホテルが町及び騒ぎの中心に位置す

物理系である。プレナリーセッションで各領域にお

る公園に隣接していることもあり、寝ることはほと

ける実験の基盤となっている理論を聴講し、ワーキ

んどできなかったが、ヨーロッパ文化におけるサッ

ンググループで実験やビームライン開発などについ

カーの興隆を再認識した。

て議論する事ができる。

物性関係では µSR などでミュオンをプローブと

ニュートリノ関連の発表では東大・UC Berkeley

して捉える事が多いが、素核系ではミュオン自体の

の村山氏による標準理論やそれを越えた理論の中に

性質を測定することによって新しい物理を切り開こ

おけるニュートリノ物理の説明から始まり、ニュー

うとしている点で視点が少し異なる。筆者の背景は

トリノ質量と初期宇宙論に見られるインフレーショ

後者なので、一昔前に素核系の物理をやっていた頃

ンとの関連性や、多次元宇宙及び SUSY 破りの可能

の自分を思い出した。

性など様々な理論が紹介された。もちろん実験方面
でも東大の梶田氏による大気・太陽ニュートリノを

ここでは紹介しきれないほど多くの講演があり、
とても面白い会議であった。

使用したニュートリノ振動の観測によるミクシング
角の測定についても聴講できた。特に注目を浴び
たのは q13 の測定であり、首都大学東京の内波氏に
よる J-PARC・神岡における T2K の説明や Fermilab
の D. Harris による ProjectX の紹介など、新たに建
設されるニュートリノやミュオンソースで行える実
験について講演があった。
ミュオン関連の実験においては現在 J-PARC で建
設中のビームラインの他に阪大の久野氏・佐藤氏が
携わっている PRISM プロジェクトや新たに g-2 実
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外側まで存在することを確認したと発表していた．
H. Fukazawa ら は， 充 填 ス ク ッ テ ル ダ イ ト

LT25 会議報告

TbRu4P12 で 報 告 さ れ て い る 磁 気 相 転 移 に 関 し て
µSR，零磁場 NMR，NQR の研究結果を発表していた．
零磁場中で 10K と 20K で磁気相転移が存在し，特
に，10K の転移は多重極子の秩序化によるものだ

理化学研究所
岩崎先端中間子研究室
川股 隆行
日時：2008 年 8 月 6 日－ 13 日
場所：アムステルダム（オランダ）

と考えられている．磁場中では，通常の磁気秩序と
区別がつかなくなるため，零磁場中での実験が必要
である．結果は，それぞれの転移温度で異常を確認
したが，異なる測定手法の結果をうまく説明できな
いようであった．
E. Morenzoni らが，超伝導を示す YBa2Cu3O7-d の
膜と反強磁性を示し超伝導を示さない PrBa2Cu3O7-d
の膜を c 軸配向で積層させた試料を低エネルギー

本 会 議（25th International Conference on Low

µSR を用いて，超伝導と磁性の研究を報告していた．

Temperature Physics, LT25）は，低温物理に関す

YBa2Cu3O7-d 層の影響から反強磁性の PrBa2Cu3O7-d

る最も大きな国際会議であり，3 年に一度開催さ

層において有限の超流体密度が存在することを示す

れている．今回は，Kamerlingh Onnes がヘリウム

結果を報告していた．

の液化に成功してからちょうど 100 年後にあたり，

その他に，J. Arndt らの重い電子系 CeIn3-xSnx に

低温の聖地 “ ライデン ” のそば，オランダはアムス

おける反強磁性秩序の x 依存性の研究，R. Klingeler

テルダムで開催された．そのためか，約 180 件の

らの (La,RE)(Sr,F)OFeAs における希土類置換効果の

口頭による講演と 1200 件のポスター講演からなる

研究，M. J. Graf らの LiY1-xHoxF4 における磁性の x

とても大規模な会議であった．筆者にとってこの会

依存性の研究などの講演があった．µSR 実験の関す

議への参加は 2 回目であるが，確かに，前回のオ

る発表は思ったよりも少なかったが，興味深い超伝

ーランド（フロリダ）で開催されたときと比べると

導や磁性に関する発表があり非常に有意義な会議で

参加者も多く，特に，ポスターセッションのときは， あった．
会場が狭く感じるほどであり，あちらこちらで熱い
議論が交わされていた．

会議期間中は，最高気温が 20 度を少し越えるぐ
らいであり，天気も悪い日が多く，涼しいと言うよ

会議の初日にアムステルダムに到着したため， りも寒いくらいであった．「オランダ
Welcome Ceremony には参加できず，2 日目から

リップ

→

→

チュー

暖かい」というイメージを持っていた

の参加となった．本会議は，超伝導，超流動，磁性， 筆者は，半袖しか持って行かず，現地では寒い思い
低温技術などの，非常に幅広い分野の発表が行われ

をし，日本に帰ってから数日後，鼻水が出て熱っぽ

る．その中で，µSR 実験による超伝導体や磁性体の

く，先入観の恐ろしさと事前準備の大切さを感じな

研究に関する講演があり，それらに関していくつか

がら，この報告書を書いている次第である．アムス

報告したい．

テルダムは，緑の多いヨーロッパらしい綺麗な石造

C. Boekema らは，磁場により c 軸配向させた最

りの街で，たくさんの運河がその町並みを引き立て

適ドープの高温超伝導体 YBa2Cu3O7-d 試料を用いて

ており，夜には運河が街灯に照らされ幻想的で美し

横磁場 µSR 実験を行い，Vortex 状態の研究を報告

い風景を作っていた．海産物をはじめとしたオラン

していた．La 系高温超伝導体では，磁場の印加に

ダ料理もビールも美味しく，とてもすばらしい滞在

より反強磁性秩序が誘起されることが既に報告され

であった．また，本会議の Excursion であるライデ

ている．YBa2Cu3O7-d においても，発表者によって， ン訪問では，福山秀敏先生に写真をとって頂くとい
磁場誘起反強磁性の存在が報告されており，今回は

う貴重な体験もさせて頂き思い出深い会議となっ

磁場方向依存性を調べている．結果は，方向依存性

た．

を観測し，そして，反強磁性秩序が vortex コアの
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会議報告

プリンセス運河越しに見る西教会

レンブラント広場におけるレンブラント像と夜
警の像
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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) によせて
高エネルギー加速器研究機構
ミュオン科学研究施設
西山 樟生
日本における 3 回目の開催となる第 11 回 µSR

国際 µSR 学会 (ISMS) の学術会合の意味を持つこと

国際会議は 2008 年 7 月 21 日—25 日の期間つく

に定められたことから不必要との意見もありました

ば市の国際会議場エポカルにて多くの参加者を得て

が、慣例に従って主立った国内外の µSR 研究者に

行われました。前回のオックスフォードでの会議に

国際組織委員 International Advisory Committee メ

先立って、理研、KEK、原研先端研、中間子連絡会

ンバーになって頂くよう依頼を行いました。また想

の人々と日本での開催に名乗りを上げようという相

定される分野をカバー出来るようなメンバーで構成

談が６月にまとまり、８月の会議中に提案したとこ

されるプログラム委員会を設立しました。

ろ、国際的規模のミュオン施設が大強度陽子加速器

開催１年前にファーストサーキュラー、半年前に

施設（J-PARC）の中に建設されるのを好機として

セカンドサーキュラーを出しました。最も心配した

日本での開催が認められました。多忙な建設期間に

のは予算的な面で、学術会議開催を補助する複数の

開催準備ができるかどうか心配することも多かった

機関に申請をしました。東大の小嶋さんが担当して

のですが、多くの方々の協力によって無事に終了す

くれました。其の中で万博記念協会、つくば市学術

ることができました。あっという間に３年間でした。 会議補助金の援助を得ることができほっとしまし
最初の準備の為の会合は１１月半ばに行われ、第

た。

一候補を国際会議場つくばのエポカル、バックアッ

会議開催に当たってホテルの予約、登録等は全て

プとして理研構内のホールを押さえておくことがき

ホームページからリンクを張った WEB 上で行える

まりました。開催地に関しては J-PARC ツワーを必

ようにすること、また登録料の受け取り等は会議開

ず入れようということから関東に絞られ、結局利便

催支援会社（i-cube）にお願いすることにしました。

性からつくばでの開催となりました。過去の風光明

プログラム作成に当たってはアブストラクトの分野

媚な開催地、下田（第３回）、日光（第 7 回）のホ

仕分けを門野さん、髭本さん、小嶋さんにお願いし、

テルでの会議と異なり面白みには欠けるかも知れま

各分野の委員の方々に送って得られた評価を基に国

せんが TX の駅から徒歩圏内にあり、ホテルの隣接

内プログラム委員で案作成しました。前回までは会

する国際会議場エポカルが会場としてやはり便利で

議中にプロシーヂング原稿を提出するのが慣例でし

あるから予算的に許せば利用しようと決めました。 たが会議開始の１週間前に WEB で提出してもらい、
以後毎月１回−２回の頻度で準備の為の会合を開き

事務局で印刷した原稿を受付時にレフェリーに手渡

ました。２００７年１月の３回目の会合で仕事分担

すとともに、WEB 上で原稿を閲覧できレフェリー

を決めさらに開催期日の第一候補を７月２１−２５

レポートも WEB 上に記入、レフェリーステータス

日としました。

も確認出来るシステム（小嶋さん作）を活用するこ

ISMS の執行部に問い合わせたと

ころ欧州からは４−５月は参加が困難とのことでし

とにしました。

た。正確な予測は不可能だが梅雨も明けているだろ

Excursion については J-PARC ツワー以外に必要

うと期待することにしました。２月の 4 回目の会

かとの疑問もありましたが、旅行会社の笠間の陶器

合で組織案がほぼ固まり、そこで基本方針として日

作りはどうかとの提案を入れて行うことにしまし

本におけるミュオン研究を担う３施設がホストにな

た。鈴木さんのボランティアガイドもあって好評だ

るということで私が委員長を引き受け、また松崎さ

ったようです。

んと髭本さんに副委員長をお願いすることになりま

J-PARC ツワーは現場での様子が日々変わってい

した。今回の第１１回会議からは従来とは異って、 ましたので直前まで詳細が決まらず、結局三宅さん
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に交渉してもらいミュオン施設を含む物質生命実験

会場係等で協力いただいた方々

施設の他に 50GeV 加速器、ハドロン実験施設を見

KEK ( 塩坂、山口、市村、竹下、宮崎、平石 )

学するコースをとることになりました。

理研 ( 藤田、鈴木（純）、小林、鈴木（栄）、
川股、石井、友野、大石、Risdiana)

会議中の会場の設営、運営は松崎さんを中心に行
われ、時計係、マイク係、受付係、案内係など多く

原研 ( 伊藤 )

の方々の協力で行われました。バンケットの準備は

東大 ( 山下、石田、中島 )

幸田さんに、また進行係は下村さんにやって頂きま

トヨタ中研 ( 池戸 )

した。余興としてボランチアによる琴演奏を予定し

KEK 広報室 ( 森田 )

ていたのですが時間の折り合いがつかず、陳腐では
代理店

ありましたが鏡開きをすることにしました。
メインイベントである山崎賞については、低速ミ
ュオンのプロジェクトリーダーの Morenzoni 氏の

MuSR 登録事務局代理店アイキューブつくば
旅行代理店ヨビックス

受賞の知らせが５月の中旬に伝えられ、それに沿っ
たプログラムの編成をしました。残念ながら山崎先
生には参加して頂けず ISMS 会長から受賞の紹介が
なされました。また今回特別な試みとして最終日に
鉄を含む新しい超伝導体のトピックスに関する議論
の為のセッションが設けました。
最終日には４グループのポスター賞の発表 (A.
Stoykov、M. Madhuku、B. Taylor、T. U. Ito)
び次回の µSR 開催地

およ

(Cancun 北米担当 ) の公表が

行われ盛況のうちに幕を閉じることになりました。
ホームページ http://msr08.riken.jp 上にサーキュラ
ー、プログラム、委員会組織、会議中の写真等が掲
載されています。

ホームページに出ていないことのまとめ
総参加者人数
内訳

１４２名

招待講演者
一般

１４名

１０９名（含む

学生
８名

１９名
協賛企業社員）

（キャンセル６名を除く）
国別参加者数 日本（７２）、カナダ（１９）、
英国（１３）、スイス（９）、米国（８）、ドイツ（４）
地域別

アジア（７７）、ヨーロッパ（３７）、

北米（２７）、アフリカ（１）、オセアニア（１）
総口頭発表

７０件

招待講演（１２）

特別講演（２）一般口頭発表 （５６）
ポスター発表

１１９件（キャンセル９件を除く）

J-PARC ツワー参加者
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µSR2008: 磁性一般

埼玉大理学部
佐藤 一彦
強相関電子系以外の「磁性一般」について報告す

氏の Cu(Cl,Br)La(Nb,Ta)2O7 系の招待講演が興味深

る。ご承知のようにこの分野は非常に多岐に渡って

かった。chemist として何ができるかという立場を

おり、元来低温屋である私にはカバーしきれない分

強調されていた点、この種の置換系に置いて頻繁に

野も多い。個人的な興味（趣味？）に沿ったやや偏

問題になる磁性の有無と相分離の問題が µSR 実験

った報告になっていることを始めにお詫びする。

により明確に示される点が印象に残った。また、磁
性超伝導体 Tm5Rh6Sn18 に関するゼロ磁場 µSR 実

まず会議全体としては、超低速ミュオンや高圧な

験から Kase 氏らはこの系で磁性と超伝導がほぼ

ど新しい実験技術を用いた報告が目立ってきたこと

１００％共存していることを示した。この分野にお

が印象深い。Opening 直後の最初のセッションが

ける最近の発展については勉強不足なのだが、改め

Thin Films であったことにも象徴されるように超低

て相分離の問題について µSR は明快な答えを与え

速ミュオンの技術発展が新しい研究対象の拡大につ

ることを感じた。

ながっている。Thin Films のセッションでは超伝導

分子磁性の分野では Pratt 氏が様々な低次元有機

に関する講演が主であったが、ポスターセッショ

磁性体について µSR 実験を行い、critical exponents

ンでは磁性に関する発表も目立っていた。例えば、 を系統的に整理し議論した講演が印象深かった。有
Suter らは HfO2 薄膜について超低速 µSR 実験を行

機物質は密度が低く概して大きな結晶が得にくいた

い、バルクの場合に見られたミュオニウム成分が薄

め、µSR 実験が行われている物質は必ずしも多くは

膜では見られないことを報告している。この種の磁

ないが、スピン密度が通常の磁性体に較べて小さい

性薄膜への広範囲な応用が可能になればスピント

ために帯磁率や内部磁場などは小さく、磁性研究の

ロニクス分野に置いて µSR は強力な手法となろう。 上で µSR は極めて強力な手法となる。J-PARC の稼
また、b-NMR による磁性薄膜の研究もいくつか見

働も間近に迫っており、今後の発展が期待される。

られた (Song ら )。発展途上にあるとの感はあるが、
相補的な知見を与えうる実験手法とは言えよう。
高圧 µSR の報告は Abstract Book を参照すると８
件（磁性以外も含む）と着実に広がりつつあると言
え る。PSI、TRIUMF、RIKEL-RAL い ず れ の 施 設 か
らも報告が寄せられたことも広がりを反映してい
る。研究対象も金属間化合物のみならず、酸化物や
有機物質など密度の小さい物質群まで及んでいる。
試料からの信号はいずれの場合も２０～３０％程度
とまだまだ小さいようであり、回転信号については
議論し得るデータが得られているが、緩和信号は圧
力容器からの信号との分離が困難であり有意なデー
タが得られていないのが現状であろう。圧力は系の
状態を制御する基本的な外部パラメータの１つであ
り、技術的な困難さはあろうが、今後のさらなる発
展が期待される。
Frustrated Magnets のセッションでは Kageyama
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µSR2008: 超伝導

東京大学大学院理学系研究科
小嶋 健児
今回のミュオンスピン回転・緩和・共鳴国際会議

で Morenzoni が超低速ミュオンの生成から ( 超伝

(µSR2008) は、12 年前の日光でのミュオン国際会

導に限らない ) 最近の測定まで概略を述べた後、

議 (µSR1996) と違い、主催者側の 1 人として関わ

Session-2 で薄膜の超伝導に自然に話がつながり、

った。したがって、超伝導のセッションに関しても、 また、この座長に b-NMR の Kiefl を据える事によっ
招待講演者の推薦や、集まったアブストラクトとプ

て、バランスを取ったつもりである。

ログラム委員によるそれらの採点結果を眺めながら

Morenzoni の話は、自ら実験施設を作り出した

のセッションの組み立てから関わっている訳で、国

者の実感とそこから生まれる物理の幅と内容の深

際会議の「舞台裏」を見るという、またとない経験

さのある良い話であった。Brandt 先生の話は、磁

をした。この記事では、何を目論んで各超伝導セッ

束の作り出す磁場分布（いわゆる Redfield パター

ションを組み立て、その結果、どのような発表が行

ン）は超伝導のパラメータや磁束格子の形状に依存

われたかをレビューしてみようと思う。

するので、ミュオンの結果から磁束を論ずるには注
意が必要と聞こえた。その結果を反映するように、

( 重い電子系を含まない ) 超伝導に関する招待講

Saadaoui の話は b-NMR の測定する磁場分布幅は、

演者は、講演順に、

磁束のピン止め、乱れによって決まってしまう、と

E.H. Brandt（マックスプランク）、

いう ( 超伝導物性に興味のある者にとっては ) あま

K. Yamada（東北大）、

り有り難くない話であった。

J.L. Tallon（Victoria 大、ニュージーランド）、

午後のパラレルセッションにも超伝導がある

J. Akimitsu（青山学院大）

(Session-3X)。ここには招待講演者は入れられない

の 4 名で、また、超伝導に深く関わっている

ので、比較的自由に講演を組み入れた。Ohishi の

H. Alloul（パリ南大）

(Na,Ca)CuO2Cl2 の磁場誘起磁性、Baker のインター

も招かれていた。各々の招待講演者の役割は、磁束

カレートしてｃ軸の層間長を変えた系の面内磁場進

系（Brandt）、ストライプ系（Yamada）、擬ギャッ

入長、Kojima の水銀系超伝導体の面間結合と Tc の

プ（Tallon）、非銅酸化物超伝導（Akimitsu）と比

関 係、 そ し て、Miyazaki の (Bi,Pb)2201 の 相 図 が

較的明確であった。Alloul 先生も Co 系の超伝導体

発表された。

の磁性相の NMR の話をやりたい、と伝えてきたの

ポスターセッションの後、初日の最終セッション

で、上のどれとも衝突せず、
「遷移金属の混合価数系」 は、Yamada 先生を筆頭に、「ストライプ関連」の
とセッションを組み立てることが出来た。

発表を集めた。ただし、この分野は日本の実験グル

セッション組み立ての最終段階で、Yamazaki 賞

ープの寄与が大きく、ややもすると日本人だらけの

の受賞者が PSI の E.Morenzoni であることが明ら

セッションになる恐れがあったので、DeRenzi の相

か に な っ た の で、Yamazaki 賞 受 賞 講 演 の 直 後 の

図への乱れの効果の話も混ぜておいた。

Session-2 は、PSI の超低速ミュオンで盛んに測ら

Yamada 先生の話は、近年のストライプ系中性子

れている「薄膜」に焦点を当てることにし、最近、 測定の主な発見である「砂時計 (hour glass) 散乱」
薄膜系の磁束の理論を展開している Brandt 先生

の話を軸に、µSR 測定の話を織り交ぜ、聞き応えが

を 筆 頭 に、UBC/TRIUMF の H. Saadaoui に b-NMR

あった。DeRenzi の話も、固溶系では避けて通れな

で磁束を測る話をしてもらい、PSI の A. Suter に

い各サイトの乱れが、どのように Tc に影響を与え

超低速ミュオンで LCO/LSCO ヘテロ構造の超伝導

るかを丹念に調べた結果で面白かった。

を 測 る 話 を し て も ら っ た。Session-1 の 受 賞 講 演
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ーマである。Tc よりかなり高い温度から出現する

３日目の午前のセッションは、非銅酸化物超伝導

このギャップは、高温超伝導の謎の中で最も解釈の

のセッションで、Akimitsu 先生の La2C3, Y2C3 の招

幅のある現象である。以前から、「このギャップは

待講演の後、Hiraishi の LixZrNCl、Kiefl の NbSe2 の

超伝導の前駆現象ではなく、独立した秩序相に伴っ

b-NMR の話が続いた。また、今回の µSR の会議は、

たギャップである」との主張の Tallon を招待講演

鉄・砒素系超伝導が発見されてからすぐ開かれたの

に据え、その後、この擬ギャップ現象が磁気秩序を

で、最終日の午前をこの系に当て、理論の特別講義

伴うか否かを明らかにしようと、アブストラクト

を東大の Aoki 先生にお願いし、実験に関しては、
「口

上の主張が見かけ上対立する Watanabe（理研）と

頭発表は１人１回の原則」にこだわらず広く発表を

Luke（マクマスター大）をぶつけ、加えて、磁場

募った。結局、朝８時半から１０時半までの長いセ

誘起磁性のアブストラクトを提出した Sonier（サ

ッションとなり、ここ半年くらい、プレプリントが

イモンフレイザー大）を組み合わせた。

連日、膨大にアップロードされるこの分野の研究の

Tallon 先生の招待講演は、ほぼ予想通りの内容と

進展の一端を見たと思う。

展開であった。新しい主張として、「擬ギャップを
入れれば Uemura plot の直線からのずれ（上に凸）
が説明できる」と言うのがあって興味を引いたが、
このセッションは只でさえ質問が多く、座長 ( ＝筆
者 ) の捌き方が甘くもあり、時間も超過してしまっ
たので、詳しく聞きそびれてしまった。
Sonier の話は、どちらかと言うと擬ギャップを
超伝導の前駆現象と捕らえている話であった。ちょ
っと強引な筋書きでは？と思っていると、案の定、
Alloul 先生の強烈なコメント「君の発表は科学では
ない！」と言うのが出てきて、座長を慌てさせた。
このセッションに限らず、Alloul 先生のコメントは、
歯に衣着せぬ所があって、会議全体の香辛料的な役
割を果たしていた感がある。
Watanabe と Luke の発表は同じ物質のほぼ同じ
ドープ域の測定であり、実はほとんど同じデータ
に見えた。しかし、データの料理の仕方が異なり、
Watanabe は微妙な緩和の増大を解析するとこの程
度では磁性がある、というアプローチであるのに対
し、Luke は、中性子で主張されているような大き
な磁場は出ない、と言う主張であった。この点に関
して、セッション後に Yamada 先生から「結局、擬
ギャップに関してこのセッションで何が分かったの
ですか？」と聞かれたのは、耳が痛かった。測定デ
ータとしてピークが出ればある、出なければない、
という中性子に対して、「解析」という人為的なプ
ロセスが入る µSR では、主張がいかなる問題意識
に基づいているのか注意して聞く必要があると感じ
た。ただし、磁性に対する感度は、µSR の方が中性
子よりはるかに高いので、問題意識に「ずれ」さえ
なければ、良い仕事の出来るプローブであると言え
るであろう。
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µSR2008: 重い電子系
理研仁科センター
大石 一城
今回の会議では重い電子系に関する発表は口頭

ー賞を受賞 ) があった。

発表が 7 件（2 件は招待講演）、ポスター発表が 6

量子臨界点近傍で出現する磁性と超伝導の相関に

件の計 13 件あった。会議全体の発表件数は約 200

ついては、招待講演で Edinburgh 大の Huxley 氏に

件とのことなので、重い電子系の発表件数はちょっ

よる講演が行われた。氏は強磁性と超伝導の共存を

と物足りない気もするが、前回のオックスフォード

示す URhGe では、0.5 K 以下でのみ超伝導相が出

での会議の 9 件に比べると約 5 割増しである。

現する一方で、磁場誘起超伝導相は 30 T 以上の磁

発表内容をテーマ・物質ごとに分類してみると、 場下でも抑制されない実験結果を示し、量子臨界点
スクッテルダイト系 3 件、ウラン化合物 4 件、セ

近傍に出現する新奇性の一例として挙げていた。こ

リウム化合物 2 件、プラセオジウム化合物 1 件、 の他にも磁性と超伝導の相関、超伝導に関する講演
ツリウム化合物 1 件、その他 2 件であり、「重い電

は、ウラン化合物では PSI の Amato 氏、Delft 工科

子系」のトピックスとしては、①スクッテルダイト

大の Gubbens 氏、原子力機構の Higemoto 氏、セ

化合物にみられる多様な振る舞い及び②ウラン化合

リウム化合物では Dresden 工科大の Spehling 氏及

物やセリウム化合物など量子臨界点近傍に生じる磁

び筆者、ツリウム化合物では青学大の Kase 氏らに

性と超伝導の相関に関する講演に大きく分類されて

よる講演があった。更には Alberta 大の Chow 氏ら

いた。

による金属間化合物における磁性に関する講演もあ

さて、重い電子系のセッションはすべて 4 日目

った。印象に残ったのは、Kase 氏らによれば、超

に設けられており、口頭発表 7 件は二つのセッシ

伝導体 Tm5Rh6Sn18 (Tc = 2.2 K) において ZF-µSR よ

ョンに分けられていた。最初のセッションは招待

り 6 K 以下で磁気秩序の発達によるミュオンスピン

講演 2 件を含む計 3 件の講演が全員が参加する形

回転を観測し、その体積分率は ~100%であること

のセッションで行われ、残りの 4 件はパラレルセ

から、この物質での磁性と超伝導の共存を示してい

ッションの一つとして行われた。はじめに、首都

た。これまでウラン化合物やセリウム化合物では磁

大の Sato 先生による充填スクッテルダイト系に関

性と超伝導の共存に関する報告例は多くみられるも

するレビューが行われた。スクッテルダイト系と

のの、新たにツリウム化合物でもその存在が確認さ

µSR の関係といえば、超伝導体 PrOs4Sb12 で時間反

れたことから、f 電子スピンの量子揺らぎの効果に

転対称性の破れを ZF-µSR で観測した結果が記憶に

ついて、既存の物質はもちろん新物質での更なる研

新しいところではないだろうか。一口でスクッテ

究も期待される。

ルダイト系と言っても、希土類イオンと遷移金属
イオンの組み合わせにより様々な振る舞いを示し、
PrOs4Sb12 の時間反転対称性の破れた超伝導相や磁
場誘起四重極秩序相、PrRu4P12 の圧力誘起超伝導
相、SmRu4P12 の多極子秩序相、SmOs4Sb12 の磁場
に鈍感な重い電子状態などきわめて変化にとんだ振
る舞いを示すことから、複数の f 電子に由来する多
体効果、多極子相互作用などこの物質系を特徴づけ
る要素が重要になっていることが述べられた。この
他にもスクッテルダイト系に関しては、首都大の
Aoki 氏及び原子力機構の Ito 氏による講演 ( ポスタ
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µSR2008: 施設
東京大学大学院総合文化研究科
松田 恭幸
今回のミュオンスピン回転・緩和・共鳴国際会議

ンも供給可能）１本での運転開始となり、供用さ

(µSR2008) は、J-PARC の稼動開始まで秒読みとな

れる µSR スペクトロメータ ( Day1 スペクトロメー

ったタイミングで開催された。新たに建設されるミ

タ ) は、全立体角のおよそ 5% をカバーし TF 80G、

ュオン施設に対する会議参加者の関心は高く、施設・

LF 2kG までの印加が可能であること、この D1 ス

技術開発関連のセッションでは内容的に３月に水戸

ペクトロメータが設置されるビームラインにはキッ

で開かれた IPS08 シンポジウムと内容が重なる面

カーやビームスライサーがないため、利用できるミ

もあったものの、活発な討論が行われた。以下口頭

ュオンビームは 600nsec 間隔のダブルパルスビー

発表のセッションでの発表を主に、内容と個人的な

ムであることが説明された。率直に言って現状では

感想をとりまとめたい。

MUSE の性能を活かし切れていないことは明らかで

施設関連のセッションは、池田裕二郎氏（JAEA） あり、大強度ビームのメリットを十分に享受できる
による J-PARC の MLF 施設の紹介で始まった。施

スペクトロメータの整備が急がれる。また、JAEA

設の建設とコミッショニングは順調に進んでおり、 の髭本亘氏が中心となって、崩壊ミュオンビームラ
今年の５月末には 3GeV 陽子ビームが MLF 施設へ

インのもう片方の分岐に別の新しい µSR スペクト

照射され、J-PARC における初の核破砕中性子の発

ロメータを設置する計画が進行していることも紹介

生を観測し、今年 12 月には６つの中性子分光器と

された。このビームラインにはビームスライサー

１本のミュオンビームラインがユーザーへ供用開始

が設置され、ビーム強度が犠牲にはなるが、スラ

される予定であることが報告された。７年間にわた

イサーの立ち上がり時間（~20nsec）程度の幅をも

る建設がいよいよ大詰めを迎えたことになり、参加

ったパルスビームを利用できる予定である。また、

者からは賞賛の拍手で迎えられた。参加者からは、 MUSE 運転開始時点では完成されていないカーブド
現時点で利用できる試料環境と近い将来における整

ソレノイド型ビームライン（大強度表面ミュオンビ

備計画について、一般利用、プロジェクト利用、装

ームライン）、表面ミュオン専用ビームラインの整

置グループ利用に分かれている利用区分に対するビ

備には Phase II 予算の獲得が必要であることが説

ームタイム配分について、実験課題審査会の構成に

明され、この早期実現の重要性が改めて強調された。

ついて、実験課題の区分について、など多くの質問

Sedlak 氏（PSI）は PSI において計画中の高磁場

があり、新しい施設への大きな期待が感じられた。 µSR スペクトロメータについて紹介した。GEANT4
J-PARC MLF のホームページでは日本語版と英語版

を用いた詳細なシミュレーションにより、横磁場最

に若干の情報格差が見られることもあり、潜在的な

大 10T ( サンプル領域での不均一度は 10ppm 以下

ユーザーに対する積極的な広報活動を期待したい。

) 、時間分解能 300psec 以下のスペクトロメータ

三宅康博氏（KEK）は J-PARC MLF 施設内に建設

の開発に目処がつきつつあることが報告された。こ

されるミュオン実験施設 MUSE について紹介した。 の発表に限らず、ポスターセッションにおける同じ
MUSE のビームの時間特性、パイオン生成ターゲッ

く Sedlak 氏による PSI の ALC スペクトロメータの

トの形状、ビームライン構成要素の構造などについ

改良報告、Salman 氏 (ISIS) による ISIS に建設中の

ての詳しい説明があり、世界でも類を見ない多目的

縦磁場最大 5T のスペクトロメータに関する報告な

性と大強度を兼ね備えた J-PARC 計画を実現するた

どもあり、新しいスペクトロメータの開発において

めにつぎこまれた多くの創意工夫と多大な労力の一

は GEANT4 によるフルシミュレーションがスタン

端を伺わせた。装置面については、12 月の供用開

ダードになりつつあるという潮流が読み取られた。

始時点では崩壊ミュオンビームライン（表面ミュオ

Shiroka 氏 (PSI) は µSR スペクトロメータの設計の
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ための GEANT4 の汎用パッケージを紹介していた

る様子が伺えた。もとより各施設は他のミュオン施

が、MUSE におけるスペクトロメータ開発にも有用

設だけではなく、中性子や放射光など、他の量子ビ

であろうと思われる。

ームプローブに対しても競争力を保ち続けなくては

友野大氏 ( 理研 ) は理研 RAL ミュオン施設に建

ならない訳であり、それは MUSE も同じことであ

設中の新 µSR スペクトロメータについて紹介した。 る。施設の力を真に問われるのは運転を開始してか
このスペクトロメータではシンチレータの中に波長

らであり、そこでは日本のミュオン科学研究の総力

変換剤をドープしたファイバーを埋め込み、その光

が試されることになるのだろう。などと、気負いは

信号を光ファイバーによって取り出してマルチアノ

気負いとして、まずはその最先端の研究を可能とす

ード型の PMT を用いて読み取るという構成をとっ

る場所がもうすぐ国内に与えられることを日本のミ

ている。さまざまな環境下での測定を容易にするた

ュオン科学研究者の一人として素直に喜びたいと思

めにヘルムホルツコイルの間隔やボアサイズをでき

う。

るだけ大きくする工夫がされており、ISIS や PSI で
建設・計画中の強磁場環境に特化したスペクトロメ
ータとは好対照をなしているといえる。他にもポ
スターセッションにおいては理研から Bakule 氏が
理研・KEK・山梨大学によって ARGUS に設置され
たレーザー照射装置を、渡邊功雄氏が µSR 用高圧
セルを報告したが、いずれも施設の特徴（パルス
ビームであること、崩壊ミュオンを利用できるこ
と）を生かした装置であり、こうした新しい装置が
パルスビームによる µSR の応用範囲をさらに広げ
ていくことが期待される。また、竹下聡史氏 (KEK)
と Stoykov 氏 (PSI) は PMT に替わる光検出器とし
ての MPPC (G-APDs) を紹介したが、これは強磁場
下でも動作可能で高圧電源が不要であるという特徴
を持ち、これから建設されるであろう µSR スペク
トロメータへの応用が期待される。また、鈴木聡氏
(KEK)、Prokscha 氏 (PSI) からは高度化する施設の
要求を満たす新しい DAQ システムの開発について
の紹介があった。
セ ッ シ ョ ン の 最 後 に は Levy 氏 (TRIUMF) が
TRIUMF の ISAC で物性ユーザーにビームが供用さ
れている b-NMR 施設における偏極 11Be ビームの生
成について報告した。Morenzoni 氏 (PSI) らによる
低速偏極ミュオンビームを用いた µSR 法が非常に
強力な実験手法として完全に定着したことでもわか
るように、薄膜や多層膜における磁性研究は非常に
重要な課題である。b-NMR は低速偏極ミュオンと
並んでこの課題に対する有力なプローブであり、今
回のカンファレンスでも多くの面白い成果発表が見
られた。
他 に も 多 く の 興 味 深 い 発 表・ 報 告 が あ り、
J-PARC の稼動開始を前に各国のミュオン施設が切
磋琢磨しつつ自らの競争力を高めて行こうとしてい
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µSR2008: 半導体等
大阪大学大学院理学研究科
三原 基継
µSR を始めてまだ間もない筆者にとっては、今

試料内部にほぼ一様に現れることが示され、不均一

回が初めての µSR 国際会議への参加である。唯一

であるというこれまでの認識とは異なる興味深い結

µSR という共通項の下、様々な分野の研究者が一同

果が報告された。今後の展開が楽しみである。T.N.

を会するこの会議を通して、ミュオン業界の雰囲気

Mamedov 氏の負ミュオンによる半導体中の浅いア

や最近の動向を感じ取りたいとの思いを胸に参加を

クセプタの研究についての講演は、筆者自身の研究

楽しみにしていた次第である。会議の報告の命を引

テーマに近いこともあり、興味を持って聞かせても

き受けてしまったものの、筆者のような初心者が半

らった。Ge 中の Ga アクセプタについても、Si 中

導体関連の分野を総括することは到底無理な話であ

の Al と同様に低温で paramagnetic な電子状態を形

る。大変申し訳ないが、個人的な見聞録となってし

成していることが示されていた。講演後も個人的に

まうことをご了承頂きたい。

いろいろ話を聞かせてもらったり、こちらの話を聞

さて半導体関連の発表は２日目に行われた。朝一

いてもらったりと、交流を持てたことは今回の収穫

番 の「Hydrogen isotopes」 の セ ッ シ ョ ン は、C.G.

のひとつであった。半導体分野以外にも、筆者とは

Van de Walle 氏による招待講演で始まった。氏は

同業者とも言える TRIUMF の b-NMR グループから

半導体中の水素に関する第一原理計算において第一

の多数の発表も気になるところであった。これまで

人者であり、昨年出席した半導体関係の会議でも招

の 8Li に加えて、純粋な磁気プローブとして核スピ

待講演を聞いたのを記憶している。しかし今回は半

ン 1/2 である 11Be の偏極ビーム生成に成功したと

導体ではなく、軽元素からなる水素吸蔵物質の候補

の嬉しい報告もあった。次回の µSR 会議では、我々

の一つとして知られる NaAlH4 (sodium alanate) に

も b-NMR の研究成果についても報告できるよう今

関する話であった。Ti などの遷移元素を少量混ぜ

後も研究に精進したい。

ると水素吸蔵、放出能力が劇的に向上することで注
目されている物質で、そのメカニズム解明の鍵とな
る、格子間水素などの水素に起因する格子欠陥の振
る舞いについて解説がなされた。引き続いて３件の
半導体関連の講演、そして午後からはパラレルセッ
ション「Semiconductors」で５件の口頭発表とポ
スターセッションが行われた。報告内容は様々なも
のがあったが、ミューオニウム関連が多数を占めて
いた。ミュオンにより、半導体中水素不純物につい
ての貴重な情報がまだまだ得られているといことで
あろう。アクセプタ準位を形成するといわれる、負
電荷ミューオニウム (Mu-) の信号をとらえるための
実験がさかんに行われているようであった。磁性半
導体、スピントロニクスに関しても多数の研究報告
があった。S.R. Dunsiger 氏の講演では、あらかじ
め磁化測定により強磁性を示した (Ga,Mn)As 薄膜
試料について、PSI の低エネルギー µSR 施設で測定
を行い、非常にはっきりとした強磁性相転移現象が
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µSR2008: Chemistry
Marian College
Indianapolis
Roderick M. Macrae
The morning session was chaired by Professor

rigid “core” of the molecule which participates in

Paul Percival of Simon Fraser University, and

the collective dynamics rather than the flexible “tail”

featured two alumni of his research group. The

which has substantial dynamics of its own. The

session opened with a talk by Dr. Iain McKenzie of

new studies presented at this conference extend

the Rutherford Appleton Laboratory entitled “Muon

the work on calamitic crystals to 8CB (analogous to

Spin Spectroscopy of (Discotic) Liquid Crystals.”

5CB but having a n-octyl chain as its tail group, and

Thermotropic liquid crystal materials (materials

exhibiting a smectic A phase, in which it behaves

which exhibit liquid crystal phases as pure

as an orientationally ordered fluid exhibiting a

substances under the influence of temperature

one-dimensional density wave, in addition to the

only) are categorized as calamitic (rod-like) or

nematic phase), and contrast the results obtained

discotic (disc-like) depending on the shape of the

on calamitic crystals to those obtained on the

molecule from which they are formed; rod-like and

discotic materials HHTT (hexahexylthiophenylene)

disc-like constituent molecules lead to the existence

and HAT6 (hexaalkoxytriphenylene).

of different liquid crystal phases. There has been

The analysis of the data obtained on 8CB focused

one previous study of liquid crystal materials by

on the shift DB in the DM=0 resonance frequency,

µSR methods, forming the doctoral work of Brendan

which is proportional to the order parameter 1/2

Lovett from the Oxford group [1]. That study was

<3 cos2q-1> . A plot of DB vs T for 8CB yields a

on the calamitic liquid crystal 5CB (4’-n-pentyl-4-

pattern consistent with Maier-Saupe behavior [2].

cyanobiphenyl), which exhibits a transition from

In the discotic systems, however, the results are

the solid phase to the nematic liquid crystal phase

strikingly different. In these systems the narrow

(characterized by long-range orientational order in

resonances observed in the crystalline phase

the absence of long-range translational order) at

broaden sharply on passing into the mesophase

24 ℃ and from the nematic phase to the isotropic

with increasing temperature, and continue to

phase at 35℃ , and used Fourier-transform TFµSR

broaden at elevated temperatures in the isotropic

and ALC-µSR methods. It was found that the muon

phase. In these materials hopping conduction

spin relaxation rates in transverse fields can be

down columnar stacks of disc-like molecules leads

used as a probe of internal molecular dynamics,

to conductive properties, and so an attractive

w h i l e t h e l i n e s h a p e o f t h e D M = 0 A LC - µ S R

interpretation of the experimental results is that the

transition peak probes collective dynamics through

increase in electron relaxation is due to electron

the fluctuations of the liquid crystal director

hopping along the molecular columns. Alternative

(identified with the principal axis of the hyperfine

interpretations, such as spin exchange with

tensor). The advantages of µSR over other methods

molecular oxygen or intermittent intermolecular

were identified as being the advantage of in situ

coupling due to thermal fluctuations, cannot

spin labeling, the small size of the perturbation

however be excluded at this stage.

introduced by the muon, and the natural focus (due

The second talk of the morning session, from Dr.

to the fact that muonium reacts by addition) on the

Herbert Dilger of the University of Stuttgart, also
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dealt with liquid crystal systems. This presentation,

with differences in preferred microenvironment.

however, (entitled “Chirality Transfer in Lyotropic

The origin of the odd-even behavior in the structure

Liquid Crystals”, and based upon the PhD work of

and properties of these congeneric molecules

U. C. Dawin) dealt with lyotropic liquid crystals,

remains to be elucidated. This presentation

which consist of at least two components, one of

represents the first significant contribution of µSR

which is an amphiphile. In the nematic phase the

to chiral systems.

amphiphiles aggregate into disc-shaped micelles

The third presentation of the morning session

with symmetry axes oriented along the director.

was from another Percival group alumnus, Dr.

The addition of chiral dopants to the non-chiral

Khashayar Ghandi of Mount Allison University.

nematic phase leads to a macroscopic helical

The theme of this talk was “Measurements of

periodicity (with pitch p) in the director field. The

muonium reaction dynamics with laser-pumped

dopants studied were the R stereoisomers of a

molecules.” Mode-selective control of chemical

series of aromatic a-hydroxy acids comprising

reactions has been a central theme of research in

2-hydroxy-2-phenylacetic acid (R-mandelic acid)

chemical reaction dynamics for several decades,

(I), 2-hydroxy-3-phenylpropionic acid (II), and

and it has been clear for some time that one of

2-hydroxy-4-phenylbutanoic acid (III). The helical

the attractive features of pulsed muon sources

twisting power (defined as the asymptotic slope in

is the possibility of laser excitation synchronous

the graph of 1/p against dopant concentration as

with the muon pulse in order to probe a variety

dopant concentration tends to zero) of these three

of phenomena [3]. Dr. Ghandi presented a series

structurally similar dopants exhibits an interesting

of proof-of-principle studies of the applications of

odd-even effect, with the htp being 100 times

laser excitation in muonium chemistry; some of

smaller for 2-hydroxy-3-phenylpropionic acid

these have already been published in a preliminary

than for the two series members that sandwich it.

form [4]. The newest study uses laser excitation

R-mandelic acid in aqueous solution shows three

to influence the rate of the reaction Mu + H2O in

DM=0 transitions in ALC-µSR corresponding to

the gas phase; the corresponding H atom reaction

ortho-, meta-, and para- muonium adducts. In the

is a benchmark reaction in the field of gas-phase

nonpolar solvent decanol the same three peaks

reaction dynamics [5], and so it is of great interest

appear, but the resonance field is shifted due to the

to study kinetic isotope effects between hydrogen,

changed solvent environment. In the nematic phase

deuterium, and muonium. It is an endothermic (or

of the lyotropic liquid crystal system comprising

“late barrier”) reaction, and so vibrational excitation

the cationic surfactant cetyldimethylammonium

of the reactants can be expected to yield enhanced

bromide (CDEA), decanol, and water, R-mandelic

reaction rates; for H + H 2O*, rate enhancement

acid showed shifted resonance frequencies

on the order of 100-fold due to mode-specific

characteristic of a decanol-like environment

excitation has been reported [5]. To maximize the

together with a DM=1 transition indicating

absorption cross-section of the laser illumination

incomplete isotropic averaging of the hyperfine

a special experimental cell had to be designed in

interaction. This can be taken as evidence that the

which the laser beam and the muon beam enter at

radical is primarily sampling the non-polar interior

mutually perpendicular angles; multiple reflections

of the micelle. While acid (III) also exhibited a

from mirrored cell surfaces in the illumination

DM=1 peak, this transition was absent from the

plane minimizes light loss from the cell, while a

spectrum of acid (II), indicating this dopant to

variable pressure inert gas moderator pre-chamber

be located in a region where isotropic averaging

slows the muons to maximize the number stopping

occurs. Thus the alternating behavior of the three

in the central region of the cell. This project is

dopants with respect to htp seems to be correlated

ongoing.

「めそん」No.28, 2008 年

秋

43

µSR2008 国際会議

Recently published work [4] applied

cannot be measured easily by high-TF methods

synchronous laser excitat ion µSR to liquid

because the low solubility of the phthalocyanines

samples including the halogenated xanthene dye

prohibits direct study of A iso in an environment

molecule known as rose bengal (systematic name

where dipolar interactions are averaged out,

4,5,6,7-tetrachloro-2’,4’,5’,7’-tetraiodofluorescein),

while large single crystals of these materials are

a well-known photosensitizer used in

difficult to produce. Powder pattern transverse

photodynamic therapy [6]. The mechanism by

field spectra at 0.4 T show the presence of at least

which photodynamic agents act is resonant

three paramagnetic species, plus a Lorentzian

energy transfer under illumination from the

component on nD. Two of the paramagnetic species

photosensitizer excited state to molecular oxygen

show A’µ values in the vicinity of 150 MHz and 125

dissolved in the cell medium, which is excited to

MHz, and are attributed (using “Roduner’s rules”

its singlet state; the highly reactive singlet oxygen

[9]) to the two possible benzene ring adducts; these

thus produced then reacts locally to kill the tumor

exhibit temperature-dependences corresponding

cell. The key quantity in this case is the branching

to a dynamical process having a characteristic

ratio between the spin exchange rate of muonium

energy in the range 40-50 meV, which can be

with triplet O2 and the chemical addition rate of

identified with a wagging motion of the methylene

muonium to singlet O2, which is about 10 to 1.

group [10]. The temperature-dependent averaging

Thus if rose bengal under illumination acts as a

of the dipolar couplings (considered axial) yields

photosensitizer it should reduce the relaxation rate

a motional barrier of similar size. The third

λ of muonium observed under weak transverse

paramagnetic state has entirely different hyperfine

field compared to the unilluminated state (simply

properties, with A iso = 10.8 MHz and D || = -27.1

by reducing the local concentration of triplet O2);

MHz, akin to the values characteristic of the MuBC

this is exactly what was observed.

site in the elemental semiconductors. On the basis

The final lecture of the morning session was

of electrostatic potential surface arguments [11], a

from Dr. João Piroto Duarte, and concerned

state in which “Mu” is trapped between molecular

“Detailed hyperfine structure of muoniated radicals

planes is conceivable. (In a previous paper [8] the

in planar phthalocyanines”. The Coimbra group are

state was tentatively given the less controversial

interested in the phthalocyanines primarily from

assignment of the Mu adduct to the subunit-

the perspective of their potential usefulness (in the

bridging nitrogen atom.) These results were

crystalline solid form) as molecular semiconductors,

obtained in ZnPc. Results in H2Pc were similar, but

and this talk represents a progress report adding to

in CuPc where the metal ion itself has unpaired

a body of work already appearing in the literature

electrons, no paramagnetic muon states were

[7,8]. Conduction in phthalocyanines occurs by

observed directly. Nonetheless, assuming similar

electron hopping mediated through p-overlap along

states to be formed, the maximum observed in the

stacks of planar molecules which are distributed

field-dependent LF relaxation rate can be attributed

in the crystal in a herringbone-like arrangement.

to the level crossing of the third paramagnetic

Positive muon implantation into phthalocyanines

state.

leads to the formation of muoniated radical states

The afternoon session was chaired by Dr.

which are characterized by the muon-electron

K. Ghandi, and began with a report by Dr. J.-C.

hyperfine interaction and which yield information

Brodovitch on “The kinetics of muonium addition

on electron dynamics through spin exchange.

to acetone in superheated water,” the first of

Analysis of the spin-exchange dynamics to extract

two reports from the SFU group. This continues

hopping parameters requires knowledge of the

a series of studies by this group on the little-

relevant hyperfine coupling constants. These

understoo d area of react ions o ccurring in
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supercritical and subcritical aqueous conditions

critical water.

[12,13]. Such reactions are of interest from a

The second presentation of the afternoon, by

variety of perspectives including hazardous waste

Prof. P. Percival, was entitled “Silyl and germyl

disposal, the development of environmentally

radicals studied by µSR spectroscopy”. This is an

benign chemical processes, and the understanding

extension of previous work on carbenes, where

of biology in hydrothermal vents [14]. Above

it was determined that muonium adds to the

its critical point at 374

℃ and 221 bar, water

carbene carbon center [15], generating one of the

behaves like a nonpolar solvent and can dissolve

first a-muoniated radical types to be observed.

organic solutes insoluble under normal conditions.

The observed hyperfine coupling was definitively

Acetone undergoes an equilibrium with its

assigned using density functional theory. Muonium

enol form, propen-2-ol. The keto-form is more

addition to the congeneric germylidene molecule

energetically stable and is overwhelmingly favored

leads to a species which can be identified from its

-9

at room temperature, with Ke = 5 x 10 at 25 ℃ .

hyperfine coupling constant as a germyl radical,

The equilibrium constant increases by a factor of

suggesting an analogous addition process in the

about 100 if the temperature is elevated to 200

carbene and germylidene cases. Addition to the

℃ , but still strongly favors the keto form. A recent

corresponding silylene, however, seems to be

µSR study [12] showed that while at 170

℃ the

anomalous, leading to Aµ = 155 MHz, while density

spectrum is totally dominated by the Mu adduct

functional theory predicts the silyl radical coupling

to the keto form (with Aµ ~ 25 MHz), by 370 ℃ ,

to be closer to 618 MHz. Additionally, level

just below the critical point, only the adduct to the

crossing resonance measurements indicate that the

enol form (with Aµ ~ 250 MHz) is observed. This

radical contains inequivalent N atoms. A persuasive

study is a rare example of µSR being used to study

hypothesis is that the species being observed is in

chemistry (in this case the equilibrium constant

fact a dimer created by Si-Si bond formation; this

for enolization) which does not depend on the

is backed up by density functional calculations

presence of the muon. The appearance of the enol

showing a coupling constant of 196 MHz for such

adduct spectrum in spite of an equilibirum constant

a species, much closer to the observed value. It

favoring the keto form is accounted for through

seems likely that the monomeric radical is formed

the disparity between muonium reaction rate

first, and then dimerization occurs. A similar

constants with carbonyl groups and carbon-carbon

phenomenon has recently been observed in the

double bonds. Interestingly, the muonium adducts

reaction of stable silylenes with hydrocarbons [16].

to the keto and enol forms are isotopomers of one

This appears to be the first report of a secondary

another. Thus far, attempts to obtain a precise

radical product being observed by TFµSR.

quantitative value of the equilibrium constant have

The last two talks of the session were somewhat

been hindered by the inability to find a temperature

exotic contributions to the effort to study all

window (presumed to be very narrow) in which

possible isotopic forms of the most fundamental

both radicals are visible. This latest contribution

of all gas phase reactions, that between atomic

to these studies presents the new observation that

hydrogen and H2. Dr. D. Arseneau’s presentation,

the rate constant for the overall reaction (i.e. the

entitled “Study of the Heµ + H2 reaction at room

reaction with both keto and enol forms of acetone)

temperature: theory and measurement,” was the

goes through a maximum near 300℃ then begins

second contribution of muon science to the study

to decrease, a phenomenon also observed in

of this reaction; the first, by Ivan Reid and co-

muonium reactions with different substrates in the

workers, concerned the reaction between muonium

same medium [13], suggesting that this represents

and both normal and heavy hydrogen [17], while

some general phenomenon characteristic of near-

the present study concerns reactions of H 2 with
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muonic helium, the atomic species Heµ or a++µ-e-,

The session closed with the second presentation

which is from a chemical perspective effectively

on isotopologs of the H + H2 reaction, a talk entitled

a heavy isotope of atomic hydrogen with mass

“Toward the first study of chemical reaction

4.116 amu. These reaction isotopologs, spanning

dynamics of Mu with pumped molecules: stimulated

an unparalleled mass range in the attacking atom

Raman pumping and the Mu + H2*(v=1) reaction,”

(a factor of 37), form fundamental tests of theory

from Dr. Pavel Bakule of RIKEN. Molecular

via comparisons between experimental kinetic

hydrogen is an infrared-inactive homonuclear

data and calculations using a very precise potential

diatomic molecule, but can be pumped into

energy surface family [18] and making use of

an excited vibrational state through Raman

either variational methods or direct wavepacket

transitions, in a method known as Stimulated

quantum dynamics calculations [19]. Isotope

Raman Pumping (SRP) [21]. Study of the reaction

effects are dominated by zero-point vibrations and

between muonium and vibrationally excited H 2

tunneling. Existing data on Mu + H2 and D + H2 are

thus requires an intense pulsed muon beam and

well reproduced using the CCI potential energy

an intense pulsed laser. This type of measurement

surface and variational transition state theory at

offers yet another window into the H + H2 reaction

high temperatures, whereas at lower temperatures

surface; as the barrier from the v=1 state is low, the

essentially perfect agreement is obtained when

measurement is particularly sensitive to quantum

the full quantum dynamics calculation is used. The

tunneling and to vibrational corrections related

experimental study of Heµ + H2 is complicated by

to the transition state. Additionally, the non-

the fact that both He electrons are lost by Auger

Boltzmann energy distribution of the reactants

-

processes during µ capture; this issue is tackled

requires a fully quantized theoretical approach

by adding an easily ionizable buffer gas to recover

through wavepacket dynamics. The primary

the electrons. An earlier study on muonic helium,

technical challenge of making such an experimental

carried out with the goal of measuring the Lamb

measurement is to maximize coincidence between

shift on this “atom within an atom”, utilized Xe [20];

the stopping distribution of the incident muons

-

however, as Xe is a high-Z atom direct µ capture

and the laser excitation region; this requires

by Xe is a significant competing process, and in

homogeneous laser excitation over a volume on the

the present measurements it was decided to use

order of cm3 sufficient to yield a partial pressure

ammonia at a pressure of 8 atm. A set of room

of the v=1 state in the pressure range 3-12 torr.

temperature measurements of relaxation rate λ vs

The experiments are under way at the RIKEN/RAL

-16

facility, using the ARGUS spectrometer.The laser

cm s , while the value calculated from variational

source for the SRP is the 532 nm 2nd harmonic of

[H2] yielded a rate constant of k = 4.1 ± 0.7 x 10
3

-1

3

a Nd-YAG laser operating at 50 mJ per pulse with

s , the discrepancy possibly indicating a greater

a 25 Hz repetition rate, which is convenient for use

contribution from tunneling than accounted for

in on/off mode with the 50 Hz pulsed muons of the

in the theory, perhaps related to the finite size of

ISIS facility. The v=0 and v=1 states are separated

the Heµ nucleus. Future studies will tackle the

by 4155 cm-1, and the excited level is populated

Arrhenius parameters for the process by measuring

via simultaneous excitation by two Stokes-shifted

transition state theory is k = 2.46 x 10

-16

cm

-1

the temperature-dependence of k.
1

1

A challenging modification of this experiment

might be to extend the isotopolog mass range

Raman pumping beams at 683 nm and 954
nm (generated by passage of the 532 nm beam
through a molecular hydrogen Raman shifter).

though the use of the heavy helium isotopes 6He

Initial results (obtained only last week) suffer from

(t1/2 =0.807 s) and 8He (t1/2 =0.119 s), both of which

a large background relaxation rate, mainly due to

are spinless, in a colliding beam measurement.

sample inhomogeneity. Future refinements will
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include the use of a smaller sample cell.

2725.
[15] I. McKenzie, J.-C. Brodovitch, P. W. Percival, T.
Ramnial, J. A. C. Clyburne, J. Am. Chem. Soc. 125
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われている。ただしビームの調整、実験装置の立ち
上げ等のため一般課題よりは装置の調整運転を優先

高エネ機構・物構研・ミュオン科学
研究施設の現状

西山

せざるを得ないと思われる。
http://j-parc.jp/MatLife/ja/applying/koubo.html

樟生

（KEK 物質構造科学研究所）
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 の建設であったがいよ
いよ J-PARC ミュオン施設での実験が開始されよう
としている。
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にミュオン実
験研究の推進」によるミュオン共同利用研究は順調
に行われている。2008 年度後期のミュオン共同利
用実験採択課題は６月３０日の締め切りであったが
５件（理研 RAL 2 件、PSI １件 ,TRIUMF ２件）の
申請がありミュオン実験課題審査委員会では全件採
択となっている。
３年間の予定のプロジェクトであり２００８年ま
での予定であったが、J − PARC 施設での共同利用
が本格的に軌道に乗るには時間がかかるため高エ研
からは２００９年度も継続の概算要求が出されてい
る。
２. J-PARC( 建設状況 )
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
して計画されている崩壊ミュオンビームライン建設
作業が９月にミュオンビームを出す予定で急ピッチ
に進んでいる。（ミュオン施設建設の項に詳細が記
されている）
２−１. J-PARC
J-PARC のミュオン施設を用いた実験については
２００９年の１−２月にビーム利用が計画されてお
り、物質生命施設利用委員会の下に課題審査委員会
ミュオン専門部会の委員の人選も進んでいる。８月
３１日の締め切りで MLF 実験課題公募の募集が行
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石コイルと 600 個のミュオン崩壊電子検出器から
構成される。2008 年秋にポート４にこのスペクト

理化学研究所

ロメーターを設置し、ポート２の µSR スペクトロ

仁科加速器研究センター
理研 -RAL 支所ミュオン施設 報告

メーターと共にシングルパルスを用いた２つの µSR
同時実験を開始する。
（４）理研 -RAL 支所外部評価委員会

松崎

禎市郎

仁科加速器研究センター長が招集する理研 -RAL

（理化学研究所 仁科加速器研究センター）

支所国際外部評価委員会（International Advisory
Committee: IAC）を 2008 年 11 月 4, 5 日に理研（和
光市）で開催する。この IAC では 6 名の外部委員

（１）ISIS 陽子加速器

RAL の ISIS 加速器施設では、陽子加速器本体改良、 が 2010 年以降の理研と STFC (RAL) との国際研究
第 2 中性子実験施設、陽子ビーム分岐ラインが完

協力協定延長に関する評価を行う。

了し、8 月 3 日、第 2 中性子実験施設での中性子
発生に成功した。9 月 9 日からの 2008/3 ビームタ （５）実験課題採択委員会
イムサイクルでは、第 1 及び第 2 中性子実験施設
へ陽子ビームが分配され、同時実験を開始する。

次回の理研仁科加速器研究センター 物質・生命
科学実験課題採択委員会 (ML-PAC) は 2008 年 10
月に開催する予定であったが、諸事情により 2009

（２）2007/2008 年度ビームタイム

年 1 月まで延期する。詳細は後日通知する。

・2007/3 サイクル（2008 年２月 5 日 -3 月 13 日）
：
レーザー照射設備が実験ポート２に完成し、初めて （６）2008 年 9 月以降のビームタイム
のレーザー µSR 実験を実施した。ミュオン物性６

2008/3：2008 年 9 月 9 日 -10 月 16 日 （37.6 日）

課題、ミュオン原子 X 線１課題、実験データ取得

2008/4：2008 年 11 月 11 日 -12 月 18 日（37.6 日）

システム開発１課題、イギリス側１課題の実験を実

2009 年冬期のビームタイム日程は ISIS 運転予算状

施した。

況によって 11 月に決定される。

・2008/1 サイクル（2008 年 4 月 8 日 -5 月 15 日）
：
ミュオン物性 13 課題、ミュオン原子 X 線１課題、 （７）µSR2008 国際会議
イギリス側 ISIS Training Course の実験を実施した。 「 ミ ュ オ ン ス ピ ン 回 転、 緩 和、 共 鳴 国 際 会 議
・2008/1a サイクル（2008 年 6 月 10 日 -6 月 19 日）
：

(µSR2008)」を理研仁科加速器センター、KEK 物構

このサイクルは 2008 年度の ISIS 陽子加速器故障

研、原子力機構先端研との共同主催により開催した

日数を補償するための臨時サイクルである。ミュオ （報告記事参照）。
ン物性 2 課題、イギリス側１課題の実験を実施した。
・2008/ ２（2008 年 7 月 1 日 -7 月 25 日）：

（８）仁科加速器研究センターはインドネシアの３

このサイクルは第２中性子標的への分岐陽子ビーム

大学（バンドン工科大学、パジャジャラン大学、ス

輸送のため、当初予定より７日間短縮された。

ラバヤ工科大学）とミュオン科学に関する国際協力

レーザー照射ミュオン化学１課題、ミュオン化学１

研究協定（MOU）を締結した。調印は 6 月 17 日

課題、ミュオン原子 X 線 2 課題、ミュオン物性２

にバンドン工科大学において矢野安重センター長と

課題の実験が実施された。

バンドン工科大学長とで行われた。これにより、ミュ
オン科学に関するアジア研究連携の第一歩が始まっ

（３）新しい µSR スペクトロメーター

た。

理研 -RAL 支所ミュオン施設では、多重極限実験
条件下での µSR 実験を目指した新しい µSR スペク

以上

トロメーターを製作した。このスペクトロメーター
は、大口径で広いコイル間隙をもつ組み合わせ電磁
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施設報告

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、先端基礎研究センターアクチノイド化合物磁性
超伝導研究グループ µSR サブグループでは f 電子
化合物の研究と平行して、J-PARC ミュオン施設に
おいてビームライン機器の製作を行っている。今期
は、これまでに製作してきた機器の設置等を KEK
グループの協力の下で行っており、D1 ポートと名
づけられたこの実験装置は 9 月に DAY1 として最
初のビームの取り出しを行う予定である。

２、来年度からの「µSR 法による磁性と超伝導の研
究」を研究テーマとした博士研究員一名の募集を
行っている。
３、先端基礎研究センターでは理研、KEK と共に
µSR2008 を開催した（報告記事参照）。
以上
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3. 超伝導電磁石並びに冷凍機の搬入設置
30 年使用した超伝導ソレノイド電磁石を KEK か

J-PARC ミュオン施設

ら搬入し、同様に KEK から移設した冷凍機を搬入

ワーキンググループ報告

し、接続を完了した。図 3 中で左側の装置が、超
伝導ソレノイドのチムニーである。図 3 の右側の
装置が冷凍機である。8 月初旬に総合試験を行う予
定である。

三宅

康博

（J-PARC センター）
ホットセルに於ける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が 2008 年 3 月—4 月
と順調に進行し、中性子への DAY1 までにトンネル
内での一連の作業を終了させることができた。その
後、2 次ラインの電磁石の設置、冷却水配管の設置、
ケーブル工事も順調に進み、8 月には、冷凍機と超
伝導ソレノイド電磁石の総合試験に臨む予定であ
る。9 月のミュオン DAY1 に向けて、最終段階、秒

図１．ホットセル内でアタッチメントに受け渡

読み状態である。

された標的アセンブリ（左図）。パワーマニュ
ピレータによって交換作業がおこなわれている

1. ホットセルでのコミッショニング

標的スライドテーブル。（右図）

M2 ラインの最重要コンポーネントである、標的
アセンブリ、標的スライドテーブル、モニター、ピ
ローシールのコミッショニングを 3 月から 4 月に
かけて行っている。キャスクによる各機器のホット
セルへの移動、ホットセルでのアタッチメントによ
る受け渡し、ホットセルでのパワーマニュピレータ
等のパラメータの決定等、中性子の DAY １の為の
おしりの日程が決まっている中で一歩ずつ作業をこ
なしていった。ミュオンｗｇ総出での作業ではあっ
たが、特に、牧村等の頑張りで、どうにかやるべき
事を終了させることができた。図 1 にホットセル

図２．Decay-Surface ミュオンチャネルの設置

の中での標的交換作業、パワーマニュピレータによ

風景。

る標的スライドテーブルの交換作業が行われている
時の写真を示す。
2. Decay-Surface ミュオンチャネルの設置
30 年間、KEK で使用した四重極電磁石、偏極電
磁石を幸田等が改造して、MLF 第 2 実験ホール内
に設置を行った。図 2 に現在の第 2 実験ホールの
様子を示す。引き続き、藤森等が、冷却配管の接続、
パワーケーブルの接続、信号線の接続等を完了させ
た。スリットの製作設置もストラッサーにより順調

図 3．搬入設置された超伝導ソレノイドのチム

になされた。

ニー部（左図）と冷凍機（右図）
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会議予定等

国内、国際会議カレンダー
（2008 年 9 月〜）

日時
【2008 年】

9/20–23
9/20–23

会議の名称・開催場所・URL
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

10/8-10
		
		

3rd International Conference on Women in Physics 2008,
Seoul, Republic of Korea
http://www.icwip2008.org/

11/9-14
		

International Conference on Particles and Nuclei (PANIC08), Eilat, Israel
http://www.weizmann.ac.il/conferences/panic08/

【2009 年】 3/27-30
		

日本物理学会第 64 回年次大会 立教学院池袋キャンパス
（立教大学、立教池袋中学・高校）

7/18-24
		

25th International Conference on Defects in Semiconductors (ICDS-25),
St. Peterburg, Russia

7/27-31
		

International Conference on Magnetism (ICM 09), Karlsruhe, Germany
http://www.icm2009.de

9/7-12
		
		

9th International Conference on Materials and Mechanisms
of Superconductivity and High Temperature Superconductors
(M2S-HTSC-IX), Tokyo, Japan

9月

8th International Symposium on Crystalline Organic Metals,
Superconductors, and Ferromagnets (ISCOM2009), Poland

9/10-13
9/13-17
9/25-28

日本物理学会 2009 年秋季大会（素・宇） 甲南大学
日本物理学会 2009 年秋季大会（核） ハワイ
日本物理学会 2009 年秋季大会（物性） 熊本大学

ミュオン施設プロポーザル募集予定
理研 -RAL ミュオン施設 年 2 回募集
プロポーザル締め切は 12 月 8 日ごろを予定：課題審査会：2009 年 1 月 13, 14 日に開催。
http://riken.nd.rl.ac.uk/
J-PARC 物質・生命科学施設
プロポーザル募集は 8 月 31 日に締切済。次回は未定。
http://j-parc.jp/MatLife/ja/index.html
ISIS ミュオン施設 年 2 回募集
プロポーザル締め切り：2008 年 10 月 16 日、http://www.isis.rl.ac.uk/
TRIUMF 年 2 回募集
次回未定（例年 11 月プロポーザル締め切り、12 月に審査会）http://www.triumf.ca/tug/eec.html
PSI 年 1 回募集
次回未定（例年 12 月プロポーザル締め切り、1 月に審査会） http://lmu.web.psi.ch/
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日本中間子科学会事務局からのお知らせ
・2008 年度会費納入のお願い
日本中間子科学会会員各位におかれましては、2008 年度の会費を未納の場合は、下記の宛先
まで納入して頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。
正会員

３, ０００円

学生会員

１, ５００円

会費はもよりの郵便局で同封の払込取扱票を用いて振り込んでいただくか、或いは指定の銀行口
座にお振り込み下さい。（なお振込手数料は各自でご負担頂くようお願い申し上げます。銀行振
込みの場合は振り込み後事務局までメールでお知らせください。）また、御関心のある方々、新
しい大学院生に新規加入をお勧め下さい。
【郵便局】		

【銀

行】

口座番号

：00130-0-355770		 口座種類・番号：（普）4135827

口座名義

：日本中間子科学会		 口座名義

：日本中間子科学会

加入者振込局：和光郵便局		 銀行・支店名 ：埼玉りそな銀行

和光支店

・日本中間子科学会インフォーマルミーティング開催のお知らせ
日本物理学会 2008 年秋季大会期間中に、山形大学 SJ 会場、岩手大学 QH 会場それぞれにお
いて、インフォーマルミーティングを開催します。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
・素粒子原子核分科会（山形大学小白川キャンパス）
9 月 21 日（日） 18:00 〜 20:00

SJ 会場

・物性分科会（岩手大学上田キャンパス）
9 月 22 日（月） 18:00 〜 20:00
予定議題

QH 会場

・委員会報告
・研究施設報告（MUSR2008、KEK、JAEA、J-PARC MUSE、RIKEN-RAL）
・事務局報告
・その他
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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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編集部からのお知らせ

「めそん」の原稿

「めそん」への投稿
「めそん」は日本中間子科学会の機関誌で、科学会、

「めそん」は DTP ソフトの一つである InDesign

各施設からのお知らせ、特集記事など会員に有用な

(Adobe Systems Inc.) を用いて版下を製作し、その

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

下さい。本文の図についてはすべてテキストとは別
に EPSF か TIFF 形式で用意し、テキスト原稿とと
もに電子情報として（電子メールで）編集委員まで
提出してください。レイアウトは編集部の方で行い
ます。（編集部ではこちらを推奨します。）
2） LaTeX を使用する場合：
DTP ソフトでは対応出来ませんので、図も含め

予定）

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

投稿に際しては LaTeX のソースも含めてすべての

積極的に対応していきたいと考えております。

ファイルを電子情報として提出してください。

また、「めそん」編集部では、ミュオンを用いた

なお、原稿・ディスク等提出頂いたものは原則と

研究に関する皆様の学会発表等の情報を「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＞
・いよいよ J-PARC が始動します。建設などにいっさい関わっておらず、完全ユーザー側ですので、今号
の特集を目にして、そのあまりに大変な苦労に頭が下がる思いです。J-PARC で実験をするときには、い
ろいろなブースを訪れては頭を下げようと思います。(TA)
・今回の特集は内容が内容なだけに、現場のバタバタぶりを知ってる側としては原稿が集まるかどうか、
非常にハラハラしましたが、執筆者の御協力により意外と（？）スムーズに原稿が集まりました。ひょっ
として、一番提出が遅かったのは私ですか？ (AK)
・先日、J-PARC の特別公開に行き、建設に携わる方々のお仕事の大変さと偉大さを実感しました。今回
そんな方々に、お忙しい中、特集記事をご執筆いただけて感謝しています。（SK）
・４月に大学に移って以来、公私共に慌しい毎日を過ごしています。研究所と大学にはそれぞれ違った忙
しさがあるものだなぁ、と実感しているところです。(YM)
・中間子科学会の大きな節目となる日が近づきつつあります。次号では盛大にお祝いができるものと思い、
今から構想を練っております。(WH)

日本中間子科学会誌「めそん」 2008 年秋号（通巻 28 号）
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