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議事録

（2-3）物質構造科学研究所 J-PARC 戦略会議
しばらく開かれていない。（不定期に開かれてい

日本中間子科学会インフォー
マルミーティング議事録

る。過去 1 回だけ開催された。）中性子・ミュオン
分野は入っている。
（2-4）物質構造科学研究所ミュオン将来計画戦略
WG
最近開かれていない。KEK-PAC から課題審査権
が J-PARC に移るので、その代わりにミュオンの将

素粒子原子核分科会
（日本物理学会 2008 年秋季大会） 来計画を議論する場である。J-PARC 建設計画は今
日

時：2008 年 9 月 21 日（日）18:00 ～ 20:00

年度で終了してしまうので、なるべく早く戦略会議・

場

所：山形大学小白川キャンパス

WG を開いて、ミュオンとしての意見を言えるよう

SJ 会場

出席者：3 名

にしておくべきである。

西山氏が KEK 及び J-PARC ミュオン施設につい （2-5）J-PARC 利用者協議会
て報告した。議事録は省略する。

素粒子・原子核・中性子・中間子・核変換の 5
分野で利用者の意見を聞く会である。最近は 6 月
に開かれて、鳥養・西山・西田３氏が出席した。各

物性分科会（日本物理学会 2008 年秋季大会）

分野を相互に紹介して、J-PARC 計画の足りない予

日

時：2008 年 9 月 22 日（月）18:00 ～ 20:00

算（2 期計画）の優先順位を検討する。その決定権

場

所：岩手大学上田キャンパス

は J-PARC の上位委員会にあるが、ユーザーの意見

QH 会場

出席者：19 名

を言える場である。J-PARC センター長（永宮セン
ター長）の諮問委員会でもある。

議事：

各研究分野でどういうことが重要なのか議論し、

（１）議長、書記の選出

2 期計画の分光器などの仕様に反映させる。ミュオ

議長：小池 洋二 氏

ンに関しては、超低速ミュオンチャンネルを第 1

書記：小嶋 健児 氏

優先順位にした。次いで、低速（表面）ミュオンチャ
ンネルとした。

（２）各種委員会報告

11 月 5 日に次回の協議会が開かれる。J-PARC セ

（2-1）KEK 運営協議会

ンターが「マイルストーン計画」を作成し、11 月

春の学会から 2 〜 3 回開かれた。
来年度概算要求の説明：

5 日に各委員から意見を聞く予定。
J-PARC 建設が終了するに伴い、2 期計画の提出

海外ミュオン実験予算は 3 年間続いた。しかし、 主体が良くわからなくなってきている。中性子分野
来年度予算はこの項目は文科省で撥ねられて財務省

では、KEK と JAEA の綱引きがあるようだ。ミュオ

へ行かなかった。

ンの場合はどのような体制が良いのだろうかを検討

2004 年の法人化の頃からの懸案である「構造物

する必要がある。

性センター」を立ち上げる。このセンターは共同利
用ではなくて物構研主体の研究拠点であり、マルチ （2-6）物質・生命科学実験施設利用委員会
プローブ利用の推進を図る。

8 月末で最初のプロポーザルが締め切られた。

物構研シンポジウム（10 月：つくば国際会議場） ミュオンは 8 件の応募があった。中性子は約 100
を開く。

件提出された。現在、課題審査委員会の日程を調整
中。10 月中に審査委員会が開かれるはずである。

（2-2）ハドロン加速器推進委員会（報告なし）
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この委員会は PAC の上の委員会である。
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議事録

（2-7）J-PARC/MLF 利用者懇談会
あまり活動していない。分野ごとに分科会を作り
つつある。最近、世話人リストが送られてきた。
以前の KEK-MSL の中間子科学連絡会のように、

2009 年 1 月 13 日・14 日 に PAC を 開 催 す る。
11 月に課題募集のアナウンス、12 月にプロポーザ
ル締め切りを予定している。
現在 2008 年度第 3 サイクルのミュオン実験を

J-PARC の MLF 施設利用者が会費を出して集まる。 実施中である。
現在は 10 ほどの分科会が提案されているが、ミュ
オン分野は 1 つの分科会になっている。

Risdiana 氏が海外基礎特別研究員となったことが
呼び水となり、インドネシア３大学と理研仁科セン
ターとの国際協力研究協定を締結した。

（2-8）以上の報告事項への追加
J-PARC で来年度予算概算要求した運転経費は 7 （３）研究施設報告：
シフト x 20 日間（85 億円）である。

（3-1）MuSR2008 国際会議準備委員会（報告なし）

現在は 4kW 運転の申請となっている。2008 年 （3-2）KEK（追加報告なし）
の 12 月には 100kW 運転の申請予定。2009 年の （3-3）JAEA（追加報告なし）
4 月には 250kW 運転の申請予定。

（3-4）J-PARC Muon

施設

共用促進法に基づく利用に関しては、JAEA がも

9 月 19 日から MLF に陽子ビームを送る輸送系

つ予定だった中性子運転経費を、大学共同利用・

の調整をする最近、初めてミュオンターゲットを

JAEA 共同利用とは別枠で「共用促進法」に基づき

ビームラインへ入れた。3NBT の調整、陽子ビーム

支出される可能性が出てきた。共用促進法の件は、 トラジェクトリ調整 – 1 shot 運転
ミュオンには直接的に影響なし。

を行った。8.3

Hz 連続運転を行った（その直前にミュオンターゲッ

8 件の PAC 申請課題を 12 月から供用実験する。 トを入れた）。
装置グループのための実験時間も計画されていて、
事前のプロポーザル無しにテスト運転できる。

260 ns の時間差で、陽電子とミュオンが分離で
きた。
9 月 20 日に、IP にてビームプロファイルを見た

（2-9）JAEA
J-PARC の µSR 分光器は、既にビーム受け入れの
準備は整った。
µSR2008 国際会議を主催した
PD を 1 名公募し、現在審査中。

（真空を持たせる網目も見えた）。
µ-e 崩壊を測定した。
ビームライン電磁石の調整はまだ完了していな
い。
9 月 26 日に記念セレモニーを開催する。
（3-5）理研− RAL 支所ミュオン施設（追加報告なし）

（2-10）理研
仁科加速器研究センター共用促進委員会が開催さ
れた。

（3-6）阪大 RCNP が 10 月 20-21 日にミュオン一
般に関するシンポジウムを開く。ミュオン物性関係
の講演は 21 日の予定。

8 月 3 日に ISIS 第 2 中性子実験施設が完成し、
すでに 10 Hz 陽子ビームが送られている。

（４）事務局報告：

新 し い µSR 分 光 器 は、LF 4kG、TF 150G、600 （4-1）年会費納入のお願い
個の µ-e 崩壊カウンターを持つ。このスペクトロ
メータはポート４に設置する。これに伴い、ミュオ
ン原子 X 線測定実験は一時的に中断する。
第２回目の外部評価委員会を 11 月 4 日・5 日に
開催する。6 名の外部委員に RAL との国際協力協

振り込み票が今回配布された会誌「めそん」に入っ
ていた会員は、会費を支払うこと。
（4-2）運営委員会選挙資格の確認
選挙権・被選挙権は今年度の会費を支払った人が
所有する。選挙実施予定（2009 年 2 月）。

定延長について評価していただく。11 月 5 日に西 （4-3）次回の総会
山氏に J-PARC の現状を説明していただき、西田氏
に日本中間子科学会としての理研 -RAL ミュオン施
設への意見を伺う。
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物理学会年次大会

立教大学 （2009 年 3 月）

以上
（文責

小嶋）
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第二期運営委員候補選挙結果について

松崎禎市郎、下村浩一郎、髭本亘（選挙管理委員会）
日本中間子科学会第二期になる運営委員候補の選

開票結果：

挙が行なわれました。選挙の実施状況および選挙結

順位 得票数 名前

果は以下の様です。

1

36 票 松崎禎市郎

15

11 票 杉山純

・選挙管理委員会：

2

33 票 髭本亘

16

10 票 松田恭幸

3

27 票 門野良典

17

9 票 永嶺謙忠

・選出候補者数：14 名

4

26 票 鳥養映子

18

8 票 網塚浩

・任期：2009 年 4 月 1 日～ 2011 年 3 月 31 日

5

24 票 西田信彦

18

8 票 久保謙哉

・選挙権、被選挙権：会則の細則第 3 条による。但

5

24 票 三宅康博

20

6 票 青木勇二

し 2009 年 1 月 9 日時点で 2008 年度会費を納入

7

22 票 岩崎雅彦

20

6 票 石田憲二

した会員のみ選挙権及び被選挙権を有するものとし

8

21 票 石田勝彦

22

5 票 伊藤厚子

た。

8

21 票 下村浩一郎

22

5 票 河村成肇

・公示：2009 年 1 月下旬に郵便及び電子メールで

10

19 票 小池洋二

22

5 票 野末泰夫

公示。

10

19 票 渡邊功雄

25

4 票 足立匡

・投票：委員候補８名連記のうえ郵便又はファック

12

15 票 西山樟生

スにて投票。

13

13 票 小嶋健児

2 票 5 名、1 票 9 名

・投票〆切：2009 年 2 月 13 日（金）

14

12 票 秋光純

白票 1 名分。

松崎禎市郎、下村浩一郎、髭本亘

・開票日時：2009 年 2 月 17 日（火） 18:00-19:00

以下

3 票 5 名、

（合計 424 票＝ 53 票× 8 名連記）

・開票場所：理化学研究所和光本所
・開票作業：松崎禎市郎、下村浩一郎、髭本亘
（以上選挙管理委員）
立会人：石田勝彦、藤田陽子、友野大
有権者数
投票数

この結果を受けて、得票上位の方々に運営委員へ
の就任をお願いし、次期総会までに新委員を確定、
互選により会長、副会長が決められる予定です。

83 名
54 名 ( 郵送 53 通、ファックス 1 通 )

うち有効投票数 53 名、無効投票 1 名（封書に記名
無し）

出席：西田、秋光、岩崎、松崎、石田、杉山、

日本中間子科学会運営委員会
議事録

西山、三宅、門野、下村、小池、永嶺、髭本
議題：理研の将来計画
利用者協議会対応
11 月 5 日午前に理研 RAL 国際外部評価委員会
に 対 し て 中 間 子 科 学 会 か ら の 提 言、 同 日 午 後 に

中間子科学会運営委員会
日時：2008 年 10 月 31 日
場所：理化学研究所東京連絡所

「めそん」No.29, 2009 年

春

14:00-16:00

J-PARC 利用者協議会での J-PARC 予算案議論が予
定されている。これらに向けて提言・議論を行った。
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特集「動き始めた J-PARC MUSE」

はじめに
長きに渡る建設期間を経て、ついに J-PARC ミュオン施設―MUSE―が動き始めました。
日本のみならず世界のミュオン科学にとっても大きな、そしてうれしい知らせです。今後
MUSE を舞台に様々な科学や産業が展開され、またこれからビームラインも増え充実した
施設になっていくことを思うと期待は高まります。
MUSE は産声を上げたばかりであり、この稼動開始はゴールなどではなく、スタートに
過ぎません。まだ 1 本のビームラインしかなく、施設的にも充実しているとは言えない
状況です。しかし 2008 年 9 月の DAY1 から今日まで着実に一歩ずつ日々進化を遂げて
おります。これからの MUSE の発展には会員からの様々な場面における声が必要です。
今号のめそんでは前号に引き続き、MUSE を特集しております。多くの方々から MUSE
への期待の声をいただきました。また、今号はユーザーに関わりの深い 2 次ライン側の
紹介をしていただいております。
（編集部）
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ミュオン施設の
ファーストビーム
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

2008 年９月 19 日にミュオン標的が初めて陽子ビームラインに挿入された。各種ビームラインコンポ
ーネントの調整を行い、9 月 26 日 12 時 10 分、表面ミュオンビームを D1 実験エリアに引き出し、集ま
っていただいた聴衆の面前で、アルミニウムを試料として、µSR 横磁場回転スペクトラムの測定に成功し
た。所謂、ミュオン DAY1 である。無事、一つの節目を迎えることができたのは、ミュオンｗｇの関係者、
KEK 及び JAEA の J-PARC 関係者、中性子源、３NBT の方々のおかげである。ここに深く感謝する。
その後、10 月、11 月は、リニアックの RFQ の不具合の為に、ビームタイムがえられなかったが、12
月のビームラインでは、D2 実験エリアへの表面ミュオンの引き出しに成功した。更には、40MeV/c の正
DECAY ミュオンの引き出しに加え、負ミュオンの引き出しにも成功した。年度末には、なんとか、共用
ビームタイムをスタートした。2009 年、1 月からは、大学共用実験ユーザーの実験も予定されている。
1. Decay-Surface ミュオンチャネルの設置
KEK で長年、使用していた四重極電磁石、偏極
電磁石、DC セパレータ等を幸田等が改造し、MLF
第 2 実験ホール内に設置を行った。予算の関係で
最低限の改造にとどめざるを得ず、冷却配管接続も
ゴムホースを使わざるをえなかった。将来、予算に
余裕ができたときには、対処したい案件の一つだ。
また、30 年使用してきた超伝導ソレノイド電磁石、
冷凍機も KEK から移設した。最終的に、2008 年
8 月末に、表面ミュオンを輸送するために必要な
100A の励磁試験に成功した。8 月は、電気代節約

図２

のために、昼間のコンプレッサー・冷凍機の運転を

風景

Decay-Surface ミュオンチャネルの設置

中止せざるを得ない中での過酷な作業の連続で、下
村等が夜を徹して乗り切った。シールドの隙間など
の狭い場所を縫うようにして、冷却水配管、電力ケ
ーブルの設置も大変な作業であった。Strasser が図
面を引き、藤森等がまとめあげた。実験室に来られ
た際には、与えられた予算と人員で作り上げた限界
設計の産物であることを頭のすみに留めて、見学し
ていただければ幸いだ。髭本等が管理区域入域の
PPS ロジックを整え、箱物の準備が一応、整ったの
は、9 月 10 日過ぎのことだった。図１に現在計画
されている J-PARC ミュオン施設 MUSE のレイアウ
ト、図 2 に Decay-Surface ミュオンチャネルの設置
図１

J-PARC ミュオン施設 MUSE
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2. ミュオン DAY １
2008 年９月 19 日に標的を挿入せねばならない
にも拘わらず、ビームチャネルの真空の漏れをなん
とか修復できたのが、9 月 16 日であった。正直な
ところ、「本当に間に合うんだろうか？」と言葉が
何度も頭によぎった。ビーム入射の前日に、放射線
主任者の使用前検査をなんとかクリアし、９月 19
日にミュオン標的が初めて陽子ビームラインに挿入
することができた。真っ先に心配だったのが、ミュ
オン標的、スクレーパの温度である。牧村と河村が
暫く、つきっきりで監視し続けたが、陽子ビーム強
度が弱いこともあり、標的温度が心持ち上がった程
度で、全く異常は観測できなかった。ほっと胸をな

図４

Al を試料として 50G の横磁場下で測定

で下ろした瞬間だ。

した µSR 回転スペクトラム

9 月の RUN は、当初 8.3Hz の陽子加速器の運転
であったが、各種ビームラインコンポーネントの調

50G の横磁場下の µSR 回転スペクトラムを聴衆の

整を進め、図３に示す陽電子とミュオンの DC セパ

方々にデモンストレーションすることができた。多

レータによる分離が 2 日程でできた。一応、ミュ

数の方々を証人として行ったミュオンビーム発生イ

オンを取り出す事ができたと判断し、多少の不安が

ベントをもって、2008 年 9 月 26 日、12 時 10 分、

無かったわけではないが、節目として「9 月 26 日

ミュオン DAY1 の記を刻むに至った。その時の記

にミュオン DAY1 を祝う会を決行する」と腹を括っ

念写真が図 5 の写真である。µSR 装置の組み立て・

た。当日、会場に集まっていただいた聴衆の面前で、 ケーブリング、調整の大変な作業を竹下、幸田等が
カウントダウンを行い、表面ミュオンビームを D1

やり遂げた。DAQ のプログラミングには山形さん

実験エリアに引き出し、アルミニウムを試料として、 に大変お世話になったことは忘れてはならない。
µSR 横磁場回転スペクトラムの測定を開始した。も

その後のワーキングランチで、ノンアルコール

のの 10 分程度で、図 4 に示す、Al を試料として （JAEA 構内では、アルコールが飲めない。将来、是
非 J-PARC は別格としていただきたい。）飲料での
祝杯をあげたことは、ご存じの通りである

図３

標的部で発生した 30MeV/c の陽電子と

ミュオンを D1 エリアに引き出した時の信号。
陽電子とミュオンはどちらも同じ運動量のもの

6

が引き出されるが、陽電子は、早く到達し、ミ

図５

D1 エリアを背景に、ミュオン DAY1 を

ュオンは時間遅れした信号として観測される

祝うために集まっていただいた聴衆の記念写真
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3. イメージングプレートによるミュオンビームの

プロファイルモニター測定で得られる、X,Y2 軸で

測定

のプロファイル、中心位置、ビームサイズの変化を

堂山先生のご指導の下、イメージングプレート

示す。

（IP）を用いてミュオンビームのプロファイル測定

ミュオン 2 次ラインの電磁石の制御を全て epics

を行った。当初、経験がなかったこともあり、「補

でまとめ上げた中原、藤森の尽力にも大いに感謝す

助的なプロファイル測定につかえればよいかなあ。」 る。
と考えていたが、実のところ、分解能に優れている
だけでなく、微細の構造を知る上で強力なツールで
あることがわかった。2 次元的なプロファイル像を
知るには欠くことができないものである。図６に、
表面ミュオンビームのプロファイル測定を示す。チ
ューニング前なので、ビームが多少広がっているが、
J-PARC

MUSE という厚紙を IP の上流において文

字として浮き上がらせた IP 像である。

図７

プロファイルモニターによる表面ミュオ

ンビーム測定。上図、XY のプロファイル、中図、
中心位置、下図、ビームサイズを示している。
図６

表面ミュオンビームのプロファイル測

定。J-PARC

MUSE という厚紙を IP の上流に

おいて文字として浮き上がらせた IP 像

5.

崩壊ミュオンチューニング
実のところ、冷凍機からのソレノイドへのヘリウ

ム流量調整がうまくいかず、9 月には、表面ミュオ
ンを引き出すのがせいぜいであった。10 月、11 月
4.

プロファイルモニターによるビームチューニン

グ

に下村等が改造を行い、崩壊ミュオンの引き出し
を可能とするフル励磁の電流 600A 試験に漕ぎ着け

Strasser 氏により用意された 15 対の 0.5mm 厚

た。KEK 低温グループの方々の協力を得、クエン

シンチレーションカウンターアレイを X 軸、Y 軸

チ検出機能を追加したことも忘れてはならない。幸

の 2 軸に組み合わせたプロファイルモニターによ

か不幸か、10 月、11 月は、リニアックの RFQ の

りビームチューニングを行った。条件を変えること

不具合の為に、ビームがえられなかったので、タイ

によって変化する X,Y2 軸のミュオンプロファイル

ミングがちょうどあった次第である。

が瞬時に 2 次元のプロットとして得られる。これ

12 月のビームラインも RFQ の調子がもうひとつ

までのビームチューニングは、積分量として崩壊陽

で、実際に、崩壊ミュオンのチューニングを始める

電子の収量を最適化していたのと比べて、格段に優

ことができたのは、クリスマスイブの 12 月 24 日

れたチューニングが可能となった。図 7 は、実際に、 からの実質 2 日ほどであった。まず、D2 実験エリ
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アへの表面ミュオンの引き出しをトライし、無事成
功した。次に、40MeV/c の正 DECAY ミュオンの

６．2009 年度の予定
2008 年 12 月での µSR 測定では、陽子ビーム強

引き出しに加え、負ミュオンの引き出しにも挑み、 度は 4kW であり、ほぼ、KEK 程度の実験ができう
無事成功できたのは、幸運であった。Al 試料の場

るミュオンビームである。4 月以降、順調に加速器

合では、X 線 (348keV) の測定、ミュオンライフ〜

が立ち上がれば、250kW を目指すということであ

850ns、天保小判（国立歴史民俗博物館・齋藤努准

る。うまくいけば、120M イベント / 時間が期待で

教授 提供）での金（398keV）、銀（303keV）の X

きるかもしれない。但し、RFQ の調子が今一つな

線測定などのテスト実験を行い、間違いなく崩壊負

ので、加速器の出力次第なので過剰な期待はできな

ミュオンが引き出せている事を確認した。図 8 に

いことを頭に留めていただきたい。

D2 エリアで Ge 検出器による X 線測定の準備をし
ている時の作業風景を示す。

12 月 23 日からは、共用ビームタイムをスター
トさせることができた。2009 年、1 月からは、外
部ユーザーの実験も予定されている。是非、プロー
ポーザルを提出していただき、大勢のユーザーの
方々に J-PARC MUSE でのミュオン実験をエンジョ
イしていただきたい。
７．最後に
前回の特集号でも書いたが、原研のオメガ計画と
KEK の JHF 計画が、統合され、両者が共同で推進
することとなった統合計画（この時には、J-PARC
という名前はまだ存在しなかった）の第１期の予算
が認められたのは、2000 年 12 月の事だった。あ
っという間に、もう 7 年以上たってしまった。そ
の間、本当の意味で、ミュオン施設が認められるま
でには、紆余曲折があったことはご存知の方も多い
であろう。第 1 期にはビームラインを 1 本しか準
備することができないが、「これまで、存続できて
ミュオンビームをだすところまで漕ぎ着けることが
できたなあ！」というのが正直な気持ちである。永
宮ディレクター、池田 MLF ディヴィジョン長に要
所要所で助け船を出していただかなかったらなくな
っていたかもしれない。今から考えると、背筋が凍
る思いである。関係者の方々のお力添えに深く感謝
する。
今現在でも、J-PARC MUSE でしかできない大強
度超低速ミュオンビームラインの建設計画予算の目
処がついているわけではない。しかしながら、世界

図８

8

D2 ポートでの Ge 検出器による X 線測

中のユーザーが待ち望んでいる画期的でユニークな

定の時の写真。天保小判（国立歴史民俗博物館・

超低速ミュオンビームラインを一刻も早く日本の地

齋藤努先生 提供）の非破壊試験のテスト実験

に誕生させるのがこれからの最重要使命だと捉え、

の準備を行っている様子

J-PARC MUSE を充実させていきたい。
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J-PARC MUSE への期待
ミュオン施設に期待する
J-PARC センター
永宮 正治
1. ミュオン施設の稼働

このようなことを思い出しながら、9 月の実験デ

いよいよミュオン施設が稼働を始めた。2008 年

ータを眺めた。あの頃数ヶ月かけてやっとミュオン

9 月に初めて J-PARC からのミュオンビームが引き

のシグナルを観測した。今や、ビームが引き出され

出され、すぐさま、2.2 µs の寿命がはっきりと測定

るや否や、寿命だけでなくラーモア歳差運動まで見

され、ラーモア歳差運動のパターンもきれいに見え

えたのである。隔世の感を覚え、感激すら覚えた。

た。すばらしいスタートだと思った。
私は、昔、µSR を数年だが手がけたことがある。 2. ミュオン施設の利用
まさに黎明期の 1973 年からであった。当時、私は

2008 年 12 月からは、J-PARC ミュオンの本格的

山崎研究室の助手をしており、学生の橋本治君を連

な利用が始まった。最近では、いま流行の ｢鉄系の

れて、初めての µSR 実験にむけて先兵隊としてバ

超伝導体｣ への挑戦が始まったと聞く。すばらしい

ークレーに赴いた。夏の暑い日であった。生まれて

と思う。

初めてのアメリカ生活の興奮を味わいながら、それ

この施設では、すでに KEK の Booster 施設に比

まで作ったことのないシンチレーションカウンター

べて遙かに良質のビームがえられている。もう少し

を製作し、ミュオンの測定を始めた。

の努力で、ISIS のミュオン施設を上回るであろう。

秋にはカウンターも出来上がり、いよいよ最初の

実験グループは、ようやく建設から抜け出て、本当

測定をした。たちまち、2.2 µs の寿命が見事に観測

の実験データが収集できることに深い喜びをかみし

された。私は小躍りして喜び、もはや実験も半ばま

めている。この歴史的な瞬間を味わうことのできた

で成功したと確信した。

人の表情は、まさに輝いている。

しかし、これはまったくの間違いであった。偶然

ビーム出力は、今後、20kW, 100kW, 300kW と

にもパイ中間子のパイルアップを観測していたので

いう風に段階的に上がっていく。KEK の Booster 施

ある。ランダムコインシデンスが指数関数的な振る

設では 3kW のビーム強度しか出せなかったことを

舞いをし、どういう訳か、その指数関数の傾きが

思うと、隔絶の感がある。このようなビーム強度を

2.2 µs と一致したのである。自然というものは皮肉

達成すると、質的に新しい実験が可能になる。大い

なもので、もう少しカウント数が少なければ指数関

に期待したい。

数の傾きは 2.2 µs より長くなるのに、まったくの
偶然でミュオンの寿命と一致したのである。

ここで一言、個人的な思いを述べておこう。これ
までの µSR は、主として µ ＋ SR であった。この研

それから数ヶ月、長い死闘が始まった。山崎、杉

究は、格子の間隙を研究するには適している。しか

本、永嶺氏も到着し、パイ中間子のバックグラウン

し、µ ー SR はもっと研究されるべきだと思う。たし

ドを減らす努力が始まった。この杉本氏は杉本健三

かに、µ ー SR では偏極度が落ちるし、µ ー 捕獲のた

先生である。皆が苦しんでいるとき、｢あそこにア

めに収量も落ちる。しかし、µ ー SR では、µ ＋ SR が

ブソーバーを置いたらええがな｣ と言われ、それが

達成することのできない ｢格子点｣ における科学が

大いに功を奏した。そして、秋も更けた時期に、遂

研究できる。収量が格段に上がった今、この µ ー SR

にミュオンのシグナルが見え始めた。実験を始めて

の発展も、個人的には強く望みたい。

数ヶ月後のことであった。
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3. ミュオン施設の今後
ミュオンのグループに、本当に申し訳ないと思っ
ていることが一つある。それは、測定装置の大部分
を２期計画にしてしまったことである。
中性子に対しても同様な措置を行ったが、中性子
は数多くのリソースを使って、今や 23 本のビーム
ラインの半数以上のビームラインに対して建設の目
処が立っている。12 月の時点でも 8 本のビームラ
インが利用可能となったし、その後も次々と建設が
認可されている。
しかし、ミュオンに関しては、稼働しているのは
崩壊ミュオンチャネルのみである。少なくも、超低
速ミュオンラインを一刻も早く作るべきである。こ
のビームラインのためには、ミュオニウムを解離す
るレーザー技術も必要であるが、早急に着手した
い。さらに、もう一つの表面ミュオンビームライン
も作り、少なくも 4 本のうち 3 本が稼働する状態に、
早く漕ぎつけたい。
当初、J-PARC プロジェクトが認可されたときに
は、1 期計画が完成したら速やかに 2 期計画に移行
することが約束事であった。そのために、多くの実
験装置は 2 期計画にした。もちろん、当時の判断は、
それはそれでやむを得ない面もあったが、1 期計画
が完成に近づいた今、2 期計画の実現を是非とも図
るべきである。少なくも、物質・生命実験施設にお
いては、中性子に比べてミュオンの建設が大幅に遅
れてしまった。早期の着工が望まれる。私も、新た
なビームライン建設に向けて、何とか頑張りたいと
思っている。

10
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輝かしい MUSE の方々万歳！
J-PARC センター
物質・生命科学ディビジョン
池田 裕二郎
「人生最高の喜びは、大きな目標を自らつくり、

平成２０年９月２６日に MUSE の方々はミュオ

その達成のために生きることである。」との古代

ンビームを引き出しをもってミュオン源完成の偉業

ギリシャの偉い方の言葉があります。ミュオンが

を達成されました。これは、MLF 建設を一緒に進

J-PARC で掲げたパルスミュオン施設の建設はまさ

めてきた私にとって、パルス中性子発生とともに生

に大きな目標であり、そのために研究者人生の大事

涯記憶に残ることです。

な時間を捧げたミュオングループの方々（MUSE の

加 速 器 ビ ー ム、 施 設 機 器 の 準 備 完 了 に 至 る ま

方々）は、間違いなく最大の喜びを手にされたと思

で、奇跡的ないくつかの幸運にも恵まれ、いよいよ

います。それぞれの胸に去来することは様々あると

MUSE は船出です。これからがいよいよ本番、世界

推察しますが、MUSE の方々が手に入れた価値は、 の User Facility として常に一流であり、最高の成
達成そのものであり、いよいよ、MUSE が力強く世

果の発信基地であり続ける大変さ、困難さは並大抵

界に飛翔する扉に立ったということでしょう。

のことではないでしょう。しかしながら決して後ろ

私が MUSE の方と出会ったのは、１０年も前の
こと。J-PARC が統合計画と呼ばれ、それもプロジ

向きで無く、遣り甲斐のある前向きな喜びに溢れた
日々であると確信しています。

ェクトの予算化前夜の熱気を帯びた時期でした。私

私にとって、そろそろ卒業が近い年齢に差し掛か

が中性子とミュオンの利用施設となる物質・生命科

っていたこの頃の心境として、「間に合った。」、が

学実験施設建設の担当を仰せつかり、これがミュオ

正直なことです。今、目にしている光景は、いずれ

ンとの数奇な運命的な出会いで、大変ありがたい機

静かに全てがきらりと光った記憶として刻まれて行

会を授かったとの思いは今に至っております。ミュ

くことでしょう。

オンのサイエンスに直接立ち入ることはありません

MUSE の方々、万歳！

でしたが、大変興味深い物理を間近で目にし耳にす
ることが出来たと思っております。施設建設での共
同作業でのダイナミックな付き合いを通じて、同じ
屋根で飯を食う仲間、少なくとも物理的距離は相当
近い間柄になったと思います。
物質・生命として J-PARC の一つの施設（MLF）
に中性子源と一緒にミュオンが住むことになった経
緯は、両者とも物質の構造サイエンスの実験プロー
ブであることが基調であり、今では極自然の成り行
きと思われます。しかしながら、プロジェクト開始
前の概念形成では、現在の中性子・ミュオン串刺し
施設にするか、ビームを分岐した別施設にするかで
大変ホットな議論がありました。現在の MLF の中
の勢力図は、人数ベースで２：８とミュオンが圧倒
的に弱小であるが、素晴らしく精鋭ぞろいです。西
山先生、門野先生、三宅先生を初めとする情熱に燃
えた１０人に満たない侍たち。豊かな才能全ての施
設建設に注いだ気力・体力の持続に常に感動を持っ
て驚かされます。あっという間の９年間でした。
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J-PARC ミュオン施設への期待
日本原子力研究開発機構
高エネルギー加速器研究機構
J-PARC センター
山崎 良成
2008 年 9 月 26 日、見事に J-PARC 最初の muon

れるからです。それはしばらく夢として、そんなこ

が確認され、µSR データが測定されました。思え

とをする前に、とにかく加速器の性能を上げねばな

ば、本当に長い道のりでした。JHP のための加速

りません。そうして、ユーザーの皆様に心置きなく

器開発チーム発足から何と 22 年。その間、大強度

実験に没頭してもらえるような施設にすることが先

陽子加速器計画（ここでは普通名詞）は正式には何

決です。

度も頓挫しました。しかし、非公式にはチームは存

加速器建設が始まってからは、時間が取れないた

続し、開発を続けてきました。よくぞ、ここまで持

め、全くご無沙汰していますが、私にとって、ミュ

ちこたえてきたものだと思います。客観情勢として

オンの研究会はいつも楽しいものでした。おそらく

は、計画の発足はありえないというのが、一般的な

はミュオンの独特の性質、ちょっと常識はずれの性

見方でした。しかし、「どんな時代が来るか分から

質によるのでしょうが、とても面白い実験の提案が

ん。だから、諦めるな。」という私の好きな格言ど

次々と出てくるのです。ミュオンの潜在能力は計り

おりとなりました。加速器チームの存続と開発継続

知れず、まだまだ私たちは使いきっていないのでは

を陰で支えて頂いた方々、またたゆまず開発を続け

ないでしょうか。加速器が一段落したら、私もお仲

てきた皆様に、心から感謝と敬意を払いたいと思い

間に加えていただき、実験、討論をしたいものです。

ます。なかでも、JHP が難しくなった頃、永嶺さん

そんな日が来ることを楽しみにしつつ、とにかく加

と何とか陽子加速器を実現すべく、いろいろな加速

速器性能向上です。ですから、ミュオン実験の方々

器スキームを考えたことを思い出します。そして、 も、弱いビームから始めながら、楽しみにしていて
J-PARC ミュオンヴァレーの中で、海風の外気のた

ください。陽子加速器の大強度化とミュオンの潜在

めに、シールドも磁石も人もびしょびしょになって

能力の開発が結びついたとき、きっとミュオンから

作業をしていた人たちを思い出します。心からお祝

もノーベル賞が期待できるのではないでしょうか。

いを述べたいと思います。

そんな日がきっと来ることを疑いません。

私事で恐縮ですが、加速器を専門にしようと思っ
たのは、ロスアラモスで Muonic X Ray の実験をし
ながらでした。当時、世界一の加速器で実験ができ
たおかげで、いつもそれなりの結果を出すことが
出来ました。一方、なかなか測定したいものに到
達できなかったのも、加速器の性能のせいでした。
J-PARC 加速器はついに、2008 年年末、12 月 23 日、
リ ニ ア ッ ク、RCS（Rapid-Cycling Synchrotron）、
MR（Main Ring）と 3 器すべて加速に成功しました。
と同時に、ミュオン、中性子の共用実験がスタート
しました。しかし、大強度加速器としての性能を出
すのはこれからの仕事です。
それが出来た暁には、Exotic Nuclei の Muonic X
Ray、さらに全くの夢物語ですが、Hypernuclei の
Muonic X Ray が測れないでしょうか。Muonic X
Ray は、本当に Model Independent に核半径が測
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「MUSE」で夢を実現しよう
カルフォルニア大リバーサイド校、
理研、KEK
永嶺 謙忠
1. はじめに

いる。思いつくままに幾つかの例を記そう。

幾多の困難を乗り越えて、世界最強の陽子ビーム

1) 金属中の正ミュオン対生成効果

施設に串刺しの形で参画し、ミュオン実験施設を完

低温での金属中の水素の拡散は、水素 ( 陽子 ) が

成させた三宅康博氏を始めとする建設グループの諸

対を作って動いていると言われていた。ミュオンで

兄に、心より賛辞を捧げます。

その本質が究められるか。

この小文では、世界最強のパルス状ミュオンの持
つ意義と、これからの実現が期待される新しい実験
の一例とを、私なりに展望してみる事にします。

2) 表面でのミュオニウム分子の生成と放出
金属薄膜中の水素 ( 陽子 ) が表面から蒸発する際、
分子になって放出されると考えられている。高密度
熱エネルギーミュオニウムではどうなるか。

2. パルス状ミュオンの特徴；これまで判っている

3) 正ミュオンの減速中に生成される分子励起状態・

事

ラジカル状態の相互作用
パルス状ミュオンは 1980 年に KEK で誕生し［1］、

オキシヘモグロビン 3 重項状態の励起、溶液中

すぐに次の特徴が注目され、一気に直流状ミュオン

のラジカルの生成と反応など、ミュオン静止前に生

と肩を並べるまでに成長し、RAL、J-PARC に引き

じた効果が、静止後のミュオン緩和に影響を与えて

継がれている。

いる。放射線分子生物効果の本質に係わる現象が解

①長時間域の µe, µSR 測定が、強度に制限なく可能。 明できる。
② RF やレーザーの様に、パルス状に実現する実験

4) ミュオン触媒核融合における (aµ) ＋ の隣接アル

条件と効率よく組み合わせた実験が可能。

ファ粒子場による強制解離

その後ミュオン核融合を始めるに当たり、次の特

瞬時強度の高い DT 系 µCF 現象では、高密度アル

徴が認識されるに到った。

ファ粒子の中での反応となる。keV~MeV の a ＋＋と

③白色雑音の存在下で、微弱なミュオン関連信号を

(aµ) ＋との衝突反応が起こる。アルファ付着率の減

位相敏感的に捕える事が可能。

少がはかれれば、エネルギー生産への実用化も夢で
はない。

3. 残された課題
瞬時強度が高く、空間密度も高める事の出来る
MUSE のビームを使って、直流状ビームでは絶対に

4. おわりに
J-PARC の様な高価な加速器においては、数多く

出来ない実験として次の事が考えられる。

の大きな成果が生まれてくる事が期待されている。

④複数個のミュオン関連現象が相互作用する非線型

世界最強のパルス状ミュオンの特徴を生かして科学

現象の観測。

の最前線を形成して頂きたい。全く気がついていな

究極のゴールは、ミュオニウム分子、不安定ミュ
+

-

オン原子、µ µ 原子、ミュオン反水素、などの生成

い特徴がまだまだ沢山ありそうな気がする。
[1] K. Nagamine, Hyperfine Interactions 8 (1981)

を交差型高輝度ビームによって行うことであるが、 787.
実現には相当の困難が予想される。
実は MUSE ですぐに行える非線型現象の観測テ
ーマが考えられる。いずれも一つのミュオンが引
き起こす現象のサイズが数 10µm と大きいために、
いま一つのミュオンに影響を与え得る事を期待して
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J-PARC MUSE への期待
理化学研究所
仁科加速器研究センター
理研 -RAL 支所
松崎 禎市郎
J-PARC

ミュオン施設「MUSE」の完成、おめで

とうございます。
この MUSE の完成は、KEK、JAEA、J-PARC セン

ミュオニウム発生材料やその発生条件の開発研究も
行っていく予定です。これらの理研 -RAL ミュオン
施設で行う技術開発研究は、パルス状ミュオンビー

ターの方々のミュオン施設建設への熱き思いの賜物

ムを用いるミュオン実験技術に共有できるもので、

であり、皆様方へ心より敬意を表します。9 月 26

MUSE におけるミュオン実験技術の発展にも貢献で

日に開催されましたファーストビーム記念式典に出

きるものと考えています。

席させていただき、日本に再びミュオンビームが戻

最後に、ミュオン触媒核融合研究に関しては、

ってきたことを実感し、大変感動いたしました。こ

JAEA にはトリチウムを扱う専門家がいますので、

れからも、MUSE 施設拡充やミュオン実験装置等の

MUSE はミュオン触媒核融合の実用化研究を行う最

さらなる整備が必要と思いますが、どうぞよろしく

適な実験施設になると思います。現在も基礎研究を

お願いいたします。

続けている理研 -RAL ミュオン施設と MUSE が協力

MUSE のミュオンビームは、理研 -RAL ミュオン
施設のビームと同じく２重パルス構造をもったパル
ス状ミュオンビームです。従って、ミュオンビーム
ライン構成機器、ミュオン実験装置、データ取得シ

してミュオン触媒核融合の実用化研究の推進が実現
できることを望んでいます。
重複になりますが、MUSE の完成を心よりお祝い
し、関係者の皆様のご尽力に感謝いたします。

ステム等は相互に非常に良く似ていますので、私は
今後ともこれらの技術開発研究は互いに手を携えて
協力していきたいと望んでいます。そして、それが
今後の日本のミュオン科学の発展に貢献できると信
じています。
理研 -RAL ミュオン施設では、ミュオン物性実験
では従来の µSR 実験条件にさらに実験条件を付加
したミュオン実験やその実験技術開発研究が進めら
れています。現在のところ、付加条件としては、レ
ーザー照射（共鳴も含む）、可変な静的高圧力、パ
ルス電場、超音波等があります。圧力条件以外のも
のは、パルス状ミュオンビームならではの実験条件
です。また、このたび新しい µSR スペクトロメー
タを製作しました。このスペクトロメータは大型の
組み合わせ電磁石コイルから構成されていて、合計
約 600 個の µ-e 検出器を装備しています。そのデ
ータ取得システムに関しては、VME モジュールを
基盤としたシステムを開発しました。さらに、超低
速ミュオンビーム発生研究では、現在のレーザーシ
ステムの 100 倍以上のレーザー強度をもったシス
テムを目指した開発研究を理研内部の協力で進めて
います。そして、理研 -RAL ミュオン施設実験では、
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Maiden Flight of MUSE
Associate Director, TRIUMF
J-M. Poutissou
Abstract - On September 26th, 2008, the first muon

ISIS. It is ideally matched to the properties of the

beam was extracted at J-PARC. This is a defining

muon pulsed beam to be available at J-PARC. The

moment for muon users in Japan but also for the

slow muon beams will give access to a wide range

international user community.

of experimental techniques particularly suited to
nanomaterial studies, exotic materials, molecular

As someone who had the privilege of monitoring

thin films, etc. It promised to be the most sought

the construction of these muon facilities, as chair

after source in the world. This slow muon source

of the MUSAC (Muon Science Advisory Committee),

can also be used for generating unique new

I would like to offer my sincere congratulations

beam characteristics (like microbeam sizes, high

to the talented team which produced the new

momentum resolution) opening up opportunities

Japanese muon source at the J-PARC complex.

in particle physics and diagnostic technologies.

What is becoming available now is promising to

Because of their sensitivity to magnetic properties

be the most intense pulsed muon source in the

on a time scale of microsecond, muons are the

world. Japan has now rejoined three other facilities

best tool for elucidating spin correlations in the

at ISIS (UK), PSI (Switzerland), and TRIUMF

very small samples of exotic materials usually

(Canada) producing muon beams for a wide user

available. That specific role is complemented in a

community of material scientists, chemists, particle

very symbiotic way by the availability in the same

physicists, life science researchers, and industrial

complex neutron beams. This is a tremendous

users. The intense pulsed beams to be available

opportunity which has already proven its value at

at J-PARC will provide a unique opportunity for

PSI and ISIS.
The J-PARC source will generate new ideas, new

research.
The Japanese muon science community has been

techniques which are ready to be developed and

pioneering many aspects of the field of muon

exploited by a vibrant user community in Japanese

science initially at the KEK booster, but relying

universities, national laboratories, and industrial R/

more and more on foreign sources, contributing

D institutes. It will attract international attention

to the intellectual advances in research, technical

and stimulate collaborations world wide for which

know-how, and building specialized facilities

J-PARC is preparing itself as an international user

abroad. A dynamic user community was nurtured

centre.

throughout and very strong partnerships were

I foresee a very bright future for this new “kid” on

established with the material science community.

the block. Its parents have guided its development

With the new J-PARC meson source (MUSE), Japan

very wisely and he (she) is ready to conquer the

is now offering both Japanese and international

world with boundless enthusiasm and energy.

users a state of the art muon facility with truly
Long live MUSE and muon science in Japan.

unique capabilities.
The best example of a unique opportunity to be
realized at J-PARC is the ultra slow muon source
based upon laser ionization of muonium. The
technique has been demonstrated by Japanese
scientists working at the RIKEN-RAL facility at

「めそん」No.29, 2009 年

春

15

特集「動き始めた J-PARC MUSE」

J-PARC MUSE への期待
President of ISMS
Jeff E. Sonier
Dear members of the International Society for
Muon Spectroscopy (ISMS)

by Japanese scientists of time-reversal symmetry
breaking in the superconducting state of the filledskutterudite superconductor PrOs 4 Sb 12 at the

The delivery of the first pulsed surface muon
beam at J-PARC on September 26, 2008 marks

former KEK-MSL [see Y. Aoki et al. Physical Review
Letters 91, 067003 (2003)].

the beginning of a new era for muon science.
R e s e a r c h e r s u s e m a ny t e c h n i q u e s t o h e l p

With these new facilities comes a natural desire

them understand, characterize and improve

to expand applications beyond traditional research

materials and chemical processes. But muon

areas. Using either the positive muon or muonium

beams provide unique information that makes

as proton and hydrogen analogues, there is the real

them an irreplaceable part of modern science.

potential for µSR to play an increased role in the

Those of us who attended the 11th International

emerging alternative energy and environmental

Conference on Muon Spin Rotation, Relaxation and

science sectors. This will require reaching out to

Resonance (µSR) two months earlier in Tsukuba,

and supporting a new brand of users. Located at

Japan were fortunate to see firsthand the new,

the Japan Atomic Energy Agency (JAEA) Tokai site,

world-class J-PARC facility. The muon beams

the J-PARC pulsed-muon beam facility is perhaps

under development there provide a competitive

uniquely situated to kick start µSR research into

replacement for the now defunct muon channels

these areas. Moreover, the close proximity of

at the KEK, Meson Science Laboratory (MSL). They

muon and neutron beams at J-PARC has already

will allow our Japanese colleagues to continue to

been demonstrated at ISIS and PSI to promote

use µSR methods for discovery and innovation in

collaborative and interdisciplinary materials

various fields of science. However, like the world’

research.

s three other µSR facilities (PSI, ISIS and TRIUMF),
J-PARC welcomes an international user base.

Because the success of the world’s µSR facilities
has always relied to a great degree on the

In exclusive company with ISIS, the developing

contributions of external users, it is very much

J-PARC facility is a precious new resource for

the responsibility and to the benefit of all ISMS

scientists worldwide that will soon provide greater

members to ensure that the new J-PARC muon

accessibility to pulsed-µSR techniques. Of course

facility reaches its full potential. In these early days

the pulsed beams at J-PARC and ISIS, and the

of development there is great opportunity for each

continuous-wave muon beams at TRIUMF and PSI

of us to promote and participate in the design of

each have many unique advantages. A hallmark

innovative instrumentation and novel experiments.

of µSR, and a great advantage over NMR, is the

In this spirit of fellowship, we congratulate our

capability to sensitively probe magnetism in

Japanese colleagues on launching the new J-PARC

materials in the absence of an external magnetic

muon facility and wish them much success as they

field. A pulsed source provides greater sensitivity

embark on this new frontier of muon science.

to weak magnet ism by extending the t ime
range of the zero-field µSR signal. An excellent

Professor Jeff E. Sonier

demonstration of this is the highly cited discovery

President of ISMS
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J-PARC MUSE への期待
東京工業大学理工学研究科
物性物理学専攻
日本中間子科学会会長
西田 信彦
平 成 20 年 9 月 26 日、J-PARC ミ ュ オ ン 施 設
（MUSE）に初ミュオンビームが出され、ミュオン
スピン回転が観測された。加速器の陽子線強度が
徐々に上がり、日本のミュオン科学に携わる研究者
は、世界最高強度のミュオンビームを初めて日本に
持つことになる。日本におけるミュオン科学のさら
なる躍進が始まると大いに期待している。ミュオン
の物質科学応用では、零磁場 µSR、パルス µSR の
提案、建設と日本の研究者の貢献は非常に大きな
ものがあった。J-PARC ミュオン施設 MUSE では、
3GeV の高エネルギー大強度陽子ビームを用いて、
ミュオンを発生しているので、特徴のあるミュオン
ビームが得られる。約 4MeV の通常の µSR に使わ
れてきているスピン偏極ミュオンは、108 の世界最
高強度で得られ、数 10MeV の大強度正負ミュオン、
さらに、物質構造科学研究所と理研の研究者が、開
発した 0-30keV のエネルギー可変の超低速ミュオ
ン、また、1m 以上の厚さの銅を突き抜ける GeV の
エネルギー領域の高エネルギーミュオンが利用可能
となる予定である。あとの二つは、J-PARC MUSE
のみで、発生可能なものである。超低速ミュオン
は、高温タングステンにスピン偏極ミュオンをうち
込み、表面から蒸発して出てくるミュオニウムを
レーザーパルス（数 ns 幅）で共鳴電離して得られ
る。MUSE がパルスミュオンビーム施設にかかわら
ず、100MHz のミュオンスピン回転実験が µ グラ
ム試料で可能になること、物質表面からバルクの性
質を示す 100-200nm の深さの領域まで、電子状態
の変化を連続的に測定でき、表面とバルクの物性の
橋渡しの µSR 実験が可能、表面、サブサーフェス
の水素研究、表面界面薄膜の磁性や超伝導研究への
貢献が期待される。一般に、物理実験で測定感度が
1 桁上がれば、今まで見られなかった新しいことが
観測可能となる。MUSE で、ビーム強度が 1 桁以上
増大するのであるから、必ず多くの新しい創意にあ
ふれたミュオン科学が MUSE から創出されると期
待している。
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2 次ラインの概要および
超伝導ソレノイド
J-PARC センター

1. はじめに
J-PARC 物質生命実験施設では建設開始以来５年

物質・生命科学ディビジョン
ミュオンセクション
下村 浩一郎

たことおよび、全体配置の関係上、偏向電磁石での
曲げ角度が 30 度と既存のどのチャネルよりも小さ

を費やして、中性子施設とともにミュオン施設が完

いことの２点から、輸送効率が従来のものより高い。

成し、平成 20 年 9 月には最初の表面ミュオンビー

２）超伝導ソレノイドはつくば地区旧中間子科学研

ム取り出しに成功した。また 12 月には崩壊正ミュ

究施設で 27 年もの間、使用されてきた超伝導ソレ

オン・負ミュオンの取り出しができ、特に負ミュオ

ノイドの超伝導コイルおよび電流導入のためのパワ

ンでは短時間の測定で、ミュオン原子からの特性 X

ーリード等を再使用した。超伝導コイルは NbTi 線

線の測定にも成功し、ようやく、その基本性能を実

材で構成され、長さ６ｍ、コイル内部半径 6cm で、

証しつつあるところである。

５T までの磁場を励磁することでパイオンをミュオ

本稿では、この施設に最初に設置された汎用ミュ

ンに効率よく変換させることができる。またその

オンビームチャネルである超伝導ミュオンビームチ

冷却には同じく旧中間子施設で大オメガ用として 8

ャネルの概要を述べ、特にその中心機器の一つであ

年前に設置されたオンライン冷凍機 TCF50 を用い、

る、超伝導ソレノイドおよびそのオンライン冷凍シ

長時間の安定運転が達成されている。またソレノイ

ステムの建設過程、及び立ち上げ時のことなど報告

ドは物質生命実験施設の建屋構造の関係から、実験

したい。

ホールとビームトンネル室を隔てる、コンクリート
壁の位置に設置されるため、実験ホールから後述す

2. 超伝導ミュオンチャネルの概要
超伝導ミュオンチャネルはなにものかといえば

る移動台車に設置され、挿入される。
３）ミュオンビーム取り出し部の主要電磁石もまた、

「めそん」の読者ならとっくにご存じのこととは

旧つくば施設のミューポートおよび筑波大医学利用

思うが、その構成は大きく分けて、パイオン捕獲

のために用いられた電磁石を再利用した。ただし、

部、超伝導ソレノイド、ミュオン取り出し部の３

四重極はすべて三重項として使用し、ビームオプテ

つの部分からなり、J-PARC ミュオン施設の場合、 ィクスの自由度を高めてある。
120MeV/c までの正・負崩壊ミュオンおよび表面

４）3GeV 加速器のビームが 2 バンチの時間構造を

ミュオンを実験エリアに供給することが可能であ

持つため、理研 RAL のミュオンチャネルと同様に

る。このようなビームチャネルはすでに旧 KEK つ

キッカーとセプタム電磁石を導入することにより２

くば施設において約 30 年間の稼働実績を誇り、そ

つの実験ポートに同時に単バンチのビームを供給す

の後 TRIUMF, RIKEN-RAL にも建設され現在も稼働

ることが可能な構成としている。ただし、現状では

中である。このような実績およびその汎用性から、 予算不足のため、２つある実験ポート（D1 ポート、
我々は最初のミュオンチャネルとして超伝導ミュオ

D2 ポート）のいずれかでのみミュオンビームが使

ンチャネルを選択した。現在他所で活躍中のミュオ

える状態である。この点は来年度にキッカー、セプ

ンチャネルに比べて、どこに特徴があるかといえば

タムを設置することにより、本来の姿となる予定で

以下のような点が挙げられる。

ある。
５）特に D1 ポートには別途髭本氏が記載されるよ

１）パイオン捕獲部において、取り込み部分の四重

うに電場キッカーを実装し、短時間 (30ns 程度 ) の

極電磁石を三重項にし、その形状の最適化をはかっ

立ち上がり時間を利用して、ミュオンビームの時間
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図２

図1

D2 ポートへの表面ミュオンビーム輸送

超伝導ソレノイド概念図

気圧、温度 60K) を利用することになった。また電
流導入端子はこれも冷凍機から供給される、液体ヘ

の光学計算例

リウムによる冷却をおこなっている。
ソレノイドの改修工程は、つくば地区で旧ミュオ
幅を（強度は犠牲となるが）短くすることが可能で

ン施設が稼働していた６年前に遡る。
80K シールドは、先に述べた理由により新たに

ある。

製作することとなり、またソレノイド真空槽も、現
有のものはかなりの放射化が予想されたため、合わ

3. 超伝導ソレノイドの改修・移設
まずは、超伝導ソレノイドについて簡単に紹介さ

せて製作することとなった。その後 2007 年度には

せていたくと、図２のような構成となる。中心とな

6K シールドの製作、チムニーポートの一部改修を

るのは全長６ｍ、ボア径 12cm の超伝導コイルで

行った。

あり、中心磁場で５T を発生させることが可能で、

このように、個々のコンポーネントについては

その強い軸方向の磁場で飛行中のパイ中間子を閉じ

順調にその製作が進められていったが、並行して

込めながらミュオンに変換させる。超伝導コイルの

2005 年度から 2006 年度にはソレノイド挿入用の

まわりは２重の温度シールド（6K シールド、80K

移動架台の製作にはいった。ソレノイド周辺部は、

シールド）が配され、外部からに熱侵入に対しての

放射線遮蔽用の鉄シールドで囲う必要があり、さら

保護となっている。全体は鉄製の真空容器に納めら

にはソレノイドの磁場分布の対称性、一様性を確保

れ（この容器は磁気シールドとしての役目も果たし

するため、その上流部は非磁性である必要がある。

ている）、冷却配管、電流導入端子、計測配線等は

鋳造品でこれらを製作し、その総重量は 54 トンあ

最下流にあるチムニーポートに集約されている。超

まりとなった。これらをスムースにかつ再現性よく

伝導コイルおよび 6K シールドは後述するオンライ

移動させるために、様々な移動機構が考えられたが

ン冷凍機から発生する、超臨界ヘリウムによる強制

最終的には LM ガイドと呼ばれる移動機構を利用し

冷却を行っている。

ている。

超伝導ソレノイドは当初より、新規製作の予算は

一方、超伝導コイルはつくば地区での絶縁試験、

認められていなかったため、つくば地区で稼働して

抵抗値測定、低温温度系の健全性確認などの様々な

いた機器を再利用することは規定路線ではあった

チェックを行った後、残留放射線強度の測定を経

が、このソレノイドは初代のものであったため、コ

て、移送方法および、そのころはまだ放射線管理

イルをとり囲むように設置されている 80K シール

区域の設定されていなかった物質生命実験施設で

ドは液体窒素で冷却する方式となっていた。この方

の保管、放射線管理の方法まで、KEK つくば地区、

式は、液体窒素を常に供給する煩雑さ、および高放

J-PARC の放射線管理スタッフとの協議を重ねたう

射線場下での液体窒素の放射化への懸念から取りや

えで 2007 年 12 月に、厳重な放射線防護の対策の

めることとし、今回は TRIUMF,

もと物質生命実験施設へ搬入された。

RIKEN-RAL のも

のと同様に冷凍機からの低温ヘリウム高圧ガス (9.5
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図３

移動架台を用いてソレノイドを挿入する

様子

図４

仮設の放射線シールドで保護された上で

つくば地区から輸送された超伝導ソレノイド搬
入の様子

ートブロックの設置前の約２週間で突貫工事を行

ンスファーチューブにまとめることによってその熱

い、ソレノイド全体組立および、移動架台への設置・

交換を利用することでなんとか成立することが確認

所定位置への挿入作業が行われた。この際、超伝導

されたため、そのように進めることとなった。

コイルとチムニーポート配管との溶接作業の際に、

一方もう一つの問題は、超伝導ソレノイド、冷凍

6K シールド部分の溶接個所に、部分的な漏れ箇所

機ともにすでに製作されてから 30 年、7 年後の移

を作ってしまい、その原因特定と、対策のため、そ

設であり、加えて元々が別々の冷凍設備として運転

の後約 10 日間に渡って、コンクリートブロック設

していたために、これらを移設して統合する際に生

置の合間をぬっての夜間作業を行い、その後の冷凍

じる冷凍保安則上の対応であった。特にソレノイド

機移設の工事スケジュールにようやく間に合わせる

については、30 年前と現在の法体系の違いもあり、

ことができた。このように 2007 年度中に、全体組

その現状での健全性確認の冷凍則上の根拠を踏まえ

立をほぼ終了した。ただし、安全弁関係は、当時の

た実施方法、設計圧力その区分、安全装置の配置に

県庁冷凍保安担当者からの強い指導により、新規製

は新規建設とは異なる、非常に煩雑なものとなり、

作を行うこととし、この部分を新たにソレノイド用

県庁担当者との 30 回近くのミーティングを経てよ

バルブユニットとして、冷凍機コールドボックス室

うやく合意がとれることとなった。

に別置きで設置することとした。

実際の冷凍機の移設は 2008 年 2~3 月に行われ
た。この際にも工程上の問題など様々な困難があっ

4. オンラインヘリウム冷凍機の移設
ソレノイド冷却用のオンラインヘリウム冷凍機に

たが年度末にはようやく冷凍機の単体運転にこぎつ
け所定性能を発揮していることを確認した。

ついては、当初大オメガに使用していた冷凍機の圧
縮機を増強して、再利用するとの案で話が進んでい

5. 総合運転・励磁試験

た。しかし逼迫する建設予算のもと、なんとか現有

さてソレノイドおよび冷凍機の単体としての設置

のものですませられないかとの議論となり、限られ

は 2007 年度には終了したわけだが、各種配線作業、

た冷凍能力のもと、実現可能性を探ることが大きな

およびソレノイド用バルブユニットの設置は 2008

問題となった。最終的には、超伝導ソレノイドにお

年４月から 6 月に渡って、ミュオンチャネル下流

いて 6K シールド、80K シールドの外側に , それぞ

部の電磁石設置・配線作業を並行する形で進められ、

れ 10 層、30 層のサーマルインシュレータを巻き

総合運転・励磁試験が可能となったのはミュオンビ

つけることおよび超臨界ヘリウム用のトランスファ

ーム取り出しの期日として指定された 9 月 26 日の

ーチューブについては行き帰りの配管を１つのトラ

わずか２か月前であった。つくばでの µSR 国際会
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DAY1 では、ソレノイド磁場の値が低くてよい表面
ミュオンの取り出しとすることとなった。
この原因はパワーリードに流れる液体ヘリウムの
流量が当初想定していたものより多い必要があった
ためで、そのための対策としてパワーリード用フロ
ーメータの変更、パワーリード上端部の温度モニタ
ーの設置、パワーリード配管圧力計の設置などをビ
ームタイム終了後ただちにおこない、10 月にはよ
うやく 600A 定格励磁の安定運転にこぎつけること
ができた。
以上駆け足であるがソレノイドの移設工事につい
図５

5 本のトランスファーチューブで接続さ

て振り返ってみた。移設の場合は新規制作とはまた

れた超伝導ソレノイドと冷凍機コールドボック

違った難しさがあったが、現在ようやく完成を迎え

ス

胸をなでおろしているところである。
本移設工事は、幸田章宏氏と西山樟生氏の献身的

議の合間を縫ってこれらの準備は進められ、7 月下

な努力がなければ成立しなかった。およびソレノイ

旬には冷却励磁試験がスタートした。この際も一筋

ド移動架台については Patrick Strasser 氏の貢献が

縄ではいかず、様々なトラブルに直面した。最初の

本質的であった。その他ミュオン施設建設グループ

ものは圧縮機が安定に運転できないというもので１

の方々にも様々な面で支援をいただいた。ここに謝

日か２日に一度、突然停止してしまうという事態と

意を表したい。

なった。詳細な調査の結果、原因は圧縮機内での圧
力損失が、従来よりもやや大きいためと判明し、関
連するインターロックの指示値の若干の変更で乗り
きることとした。その後、圧縮機は安定に運転でき
るようになったが、今度はいつまでたってもソレノ
イドが冷えないという状況になった。この際、まず
疑われたのが各種モニターの健全性であり、これら
について色々調べたが結局のところわからなかっ
た。その後一旦試験を中止する 8 月 12 日になって
ようやくそれまで疑っていなかった 80K シールド
のヘリウム配管路に注意がいき、結局のところ１つ
のバルブが不注意にも閉めたまま運転していたこと
が判明した。原因がわかりその日のうちにはようや
く超臨界ヘリウムがソレノイドヘリウム配管路をめ
ぐっていくのを確認した。
8 月 17 日には再び冷却を開始し、ソレノイド励
磁に再挑戦した。この際にはソレノイド用電源と冷
凍機の取り合い条件の不備から何度かクエンチ信号
を発生させてしまい、そのたびに冷凍機の調整を繰
り返すといった状況であったが、なんとか励磁にこ
ぎつけることができた。しかしながらこの段階で
は、電流値が定格の 600A には遠く及ばず、安定に
運転できるのは約 100A 程度であったため、9 月の
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Decay Muon Channel
Experimental Ports
J-PARC Center, Materials & Life Science Division
Muon Science Section
Patrick Strasser
1. Introduction

proton beam from the rapid cycling synchrotron

The new Muon Science Facility (MUSE) is now

(RCS) will be transported from the RCS ring to

under construction at J-PARC ( Japan Proton

the neutron source situated in the MLF building.

Accelerator Research Complex) at the Tokai campus

There, in the M2 primary proton beamline (M2

of JAEA (Japan Atomic Energy Research Agency)

tunnel), just 33 m upstream of the neutron source,

in the Materials and Life Science Facility (MLF)

the muon target made of a 2-cm thick graphite

building under the collaboration between KEK and

disc for the production of intense pulsed pion and

JAEA. In the J-PARC project, the 3-GeV 333-µA-

muon beams is located. To make use of the full

Fig. 1. Layout of the decay muon channel in the experimental hall No.2 of the MLF building showing
the two experimental ports (port-D1 and port-D2) and the cabin housing the electronics room and
counting room.
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potential of this new facility, four dedicated muon

The other three secondary muon channels were

channels will be constructed. In the MLF building,

temporarily closed with iron shields and concrete

the experimental area is divided into two parts

blocks.

across the primary proton beamline, namely the

The layout of the D-Line in the experimental

East experimental area (experimental hall No. 1)

hall No. 2 of the MLF building is shown in Fig. 1.

and the West experimental area (experimental hall

This conventional superconducting decay muon

No. 2). The four secondary muon channels that are

channel can extract surface (positive) muons with

originating from the muon target in the M2 tunnel

an expected muon yield of a few 107/s and decay

are namely the surface muon channel (S-line) and

positive/negative muons up to 120 MeV/c, with an

the high-momentum muon channel (H-line) in the

expected muon yield of a few 106/s at 60 MeV/c

experimental hall No. 1, and the superconducting

for both positive and negative muons. This channel

decay muon channel (D-line) and the ultra-slow

will be used for various kinds of muon experiments

muon channel (U-line) in the experimental hall No.

like µSR, muon catalyzed fusion and nondestructive

2. At present, only the D-Line is under construction.

elements analysis.

Fig. 2. The D-line experimental ports and the
cabin in the experimental hall No.2 of the MLF

Fig. 4. Detailed view of the experimental Port-D2.

building.

Fig. 5. View of the counting room inside the
Fig. 3. Detailed view of the experimental Port-D1.
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This report gives a brief overview of the D-line
experimental ports and the cabin. The new muon
profile monitor used in the commissioning is also

Y15

Y-axis

described.

Ø150mm
Y1

2. D-Line Experimental Ports and Cabin
The decay muon channel is divided into two
legs after the bending magnet DB3 (see Fig. 1),

Scintillation Counters
t

(0.5mm )

X1

X15

each leg leading to an experimental area, port-D1
and port-D2, respectively. Between the two
experimental ports, a cabin was installed to house
the electronics room and the counting room. A

Optical Fibers
(Ø1mm x 7)

X-axis

picture representing the two experimental ports

Hamamatsu
Multianode
PMT (4x4)

and the cabin is shown in Fig. 2. Detailed views
of the experimental port-D1, port-D2 and the
interior of the cabin are shown in Figs. 3, 4 and 5,
respectively. The port-D1 area is occupied with a

Fig. 6 Schematic view of the new muon beam

beam slicer with slits, a quadruople magnet triplet

profile monitor

and a µSR spectrometer for µSR experiments. A
more detailed description of this µSR experimental
apparatus can be found in this Meson issue. The
port-D2 is presently used for commissioning and
beam optics tuning. Each experimental port is
equipped with electrical power outlets (AC 100V,
200V and 420V) and cooling water supply. In the
future pressurized air, helium recovery line and
exhaust line will also be installed. The cabin is
divided into two parts: the electronics room, and
the counting room. The electronics room is airconditioned and equipped with five 19 inches
rack for the electronics modules of the data taking
system. This cabin will be used by users who
perform experiments at either port-D1 or port-D2.
3. New Muon Beam Profile Monitor

Fig. 7 View of the new muon beam profile

A new muon beam profile monitor (MBPM) was

monitor installed at port-D2.

constructed for the commissioning of the decay
muon channel and the beam optics tuning. The

energy, the range of a muon in a scintillator

objective for the design of this new beam profile

(NE-102) is only about 1 mm. This profile monitor

monitor was similar to that developed at RIKEN-

should also be able to operate with pulsed beams

RAL with Dr. K. Ishida [1], that is to be able to

and reject positron or electron contamination in

obtain both horizontal and vertical beam profiles

the muon beam. Finally, it should work with high-

+

simultaneously using surface muons (µ ), which

intensity surface muon beams as well as with low-

have a momentum of only 27 MeV/c. At this

intensity backward decay muon (µ+/µ-).
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The schematic view of the beam profile monitor is
shown in Fig. 6. Each axis comprises fifteen
(15) scintillators (4 mm wide and 0.5 mm thick,
with 10-mm steps) mounted on a light guide
and connected each with seven ø1-mm optical
fibers to a multianode (4x4) photomultiplier
(Hamamatsu type H6568-200-10MOD). Each
scintillator is wrapped with two layers of 6-µmthick Aluminum-Mylar. In addition, the front and
the back of the central area are also covered with
an additional layer. This proved to be sufficient to
reduce light leaks to an acceptable level without
significantly slowing down the incoming muons.
Each photomultiplier output was sent to a charge
ADC (LeCroy model 2249SG) with a time gate of

Fig. 8 Horizontal (X) and vertical (Y) muon

200 ns to be digitized. The same data acquisition

beam profiles as a function of the DB3 bending

program used at RIKEN-RAL that is based on

magnet settings measured with surface muons

EXP2K and modified by Dr. K. Ishida for the use

at the experimental port-D1.

of the MBPM was used to process the data and fill
the histograms. A picture of the new muon beam
profile monitor is shown in Fig. 7.
As an example of the performance of this beam
profile monitor, the horizontal and vertical muon
beam profiles obtained with surface muons at
Port-D1 for different DB3 bending magnet settings
are shown in Fig. 8. Each profile can be obtained
with just 1000 spills or about 40 seconds at 25Hz
beam operation. Figure 9 shows the different
beam profile parameters that are generated
automatically after each profile is completed. This
graphical interface was found to be very useful in
rapid visualization of the response of the beam to
each magnet and for optimization of the beamline
parameters. In the future, the three slit box that
are used along the D-line to select the muon beam
momentum and control the muon beam size (see
ref. [2]) will also have a compact muon beam

Fig. 9 Beam profile parameters of Fig. 8.

profile monitor just behind the slits for beam optics
tuning purposes. Until now, the muon beam tuning
has only been performed at the end of a muon

4. Concluding Remarks

channel by looking at the total muon intensity or

At the end of the commissioning beam time of the

by measuring the muon beam profile. A vacuum

port-D1 in December 2008, the muon beam profile

version of this new MBPM using multianode PMT’s

shown in Fig. 10 was obtained. The figure at the

and optical fibers is now under consideration.

top represents the beam profile measured with the
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Fig. 10 Muon beam profile at port-D1
measured with the new profile monitor (top)
and with an imaging plate (bottom).
new muon beam profile monitor, and the one at
the bottom the profile measured with an imaging
plate. The beam tuning is still not completely
optimized yet, and the intensity is somewhat lower
than expected. Further beam tuning is scheduled to
optimize the beam transport efficiency.
References
[1] P. Strasser et al., RIKEN Accel. Prog. Rep. 36
(2003) 202.
[2] P. Strasser et al., KEK MSL Report 2007, p.8.
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ミュオンビームライン電磁石系

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
藤森 寛・中原 一隆

ため、遮蔽体と電磁石を一体にした解析モデル（図

J-PARC 3GeV シンクロトロンから出射された陽

1）をつくり、その評価を行いました。遮蔽体が磁

子ビームは 3-GeV to Neutron Beam Transport line

場に及ぼす影響を打ち消す構造として、電磁石下部

（3NBT）を通り、約 300m の道のりを経てミュオ

の架台をリターンヨークの一部とする構造、さらに

ン標的、次いで中性子標的へと導かれます。ミュオ

fringe field を縮小するエンドプレートを電磁石の

ン標的が置かれたビームラインは M2 ラインと呼ば

両端に取り付ける工夫がなされています。M2 ライ

れ、標的からの二次粒子生成および散乱等により高

ンにおける一次ラインの四極電磁石（6 台）の磁場

放射線場となるので、M2 ビームライン上にはたく

は、ビーム軌道軸の左右、上下の± 120mm 以内

さんの遮蔽体が積まれています。すなわち、M2 ラ

の領域においてオプティクスから要求された均一性

インの電磁石は全て遮蔽体の中にすっぽり埋まって （3 × 10-3 以下）となっています。[1]
いる格好なのです。しかも、電磁石近傍の遮蔽体に
は鉄が使われているため、電磁石が作る磁場に少な
からず影響を与えます。それゆえ鉄遮蔽体を含めた
磁場解析が必要となりました。M2 電磁石には、メ
ンテナンスが遮蔽体の上で行われるようユーティリ
ティーの接続にも配慮された構造が採られていま
す。一方、二次ライン電磁石についてはそのほとん
どが二十数年前に製作され KEK で使われていた中
古電磁石を組み合わせたり、磁極だけを作り直した
りして再利用したものです。したがって、これらの
中古に対しても磁場解析が必要となりました。今回
の執筆は M2 ラインから二次ラインにかけての電磁
石、そのユーティリティーおよび制御を中心に展開
させていただきたいと思います。
2. 三次元磁場計算
J-PARC のような大口径の電磁石では染み出し磁
場（fringe field）がビームに及ぼす影響が大きいた

図１

遮蔽体を含めた１／ 2 解析モデル

め、三次元磁場解析が必須となります。また、ミュ
オン標的が置かれる M2 ラインは上述のように高放

一方、二次ライン（崩壊ミュオンライン）電磁石

射線場となるため、鉄の遮蔽体が電磁石の周りに積 （ソレノイド電磁石を除く）はトリプレット 6 セッ
まれ、使用材料の耐放射線性と同時に鉄遮蔽体が磁

トおよび偏向電磁石 3 台で構成され、この内トリ

場に及ぼす影響の評価が要求されました。これは、 プレット 3 セットは KEK で使われていた中古電磁
磁場の近くに磁性体を置くと、磁場はその磁性体に

石を寄せ集めて編成したものです。いずれもボア径

吸収され本来の磁場を呈さなくなるからです。その

が 200mm ～ 300mm と大きいため、互いに近接
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する磁極から漏れる fringe field の干渉評価が必要

ごと持ち上げて予備と交換できる機能が施されてい

でした。しかも単体として製作してから二十数年の

ます。M2 ライン FL-4m のメンテナンスエリアの

年月が経っているため、解析に必要なスペックの資

様子を図 3 に示しました。

料が不足しており、何より一番困ったのはコイルの
導体および巻き数の情報が欠落していたことでし
た。これらのパラメータは、電磁石改造の請負業者
（株）IDX の協力を得て、磁場、電流値、抵抗（電圧）
値、冷却水流量および温度変化等の実測値から導体
形状（断面積、中空径）および巻き数が導かれまし
た。ここで、トリプレットの解析モデルの一例およ
びその解析結果（medium plane 上で中心からオフ
セット 100mm でのビーム軌道に沿った磁場分布）
を図 2 に示します。磁極長の短い大口径の電磁石
を近接して置いたとき、fringe field の干渉が如何
に大きいかお分かりになったことと思います。
図３

M2 ライン FL-4m メンテナンスエリア

ミュオン標的近傍は特に放射線レベルが高くなる
ことが予想されたため、電磁石コイルの導体として
図 4 －左のような MIC（Mineral Insulation Cable）
が使われています。このように、M2 ライン FL-4m
のメンテナンスエリアは配線と配管でごった返して
いるため、電磁石に大電流を供給する電力ケーブル
は狭いスペースでも柔軟に配線できるように細線
構成ケーブル（図 4 －右）が用いられました。こ

B y distribution along beam orbit

のケーブル（導体断面積 600mm2）の特徴は直径

By (T)
0.06

0.45mm の素線を 3000 本以上撚り合わせた構造を

0.04

持ち、同じ断面積の通常ケーブルの最小曲げ半径

0.02

1000mm に対し、半分以下の 400mm の柔軟性を

0
700

1200

1700

2200

2700

持つほか 1MGy の耐放射線性も有しています。細

-0.02

線構成ケーブルを採用するに当たって、一つの問題

-0.04

が持ち上がりました。それは今までこの種のケーブ

-0.06

ルに対して圧縮端子接続の実績がなく、通常の圧縮

-0.08
s (mm)

処理では導線から端子が簡単に抜けてしまい、締め
付けを強くし過ぎると素線が切れてしまうという問

図２

トリプレットの fringe field

題でした。そこで、ケーブル敷設請負者の西山電気
（株）と端子メーカー（株）ニチフの協力のもと、

3. ユーティリティー
前号で紹介されたように、M2 ライン電磁石のユ

引っ張り試験を通して圧縮ダイスの幅、口径および
圧縮数の最適化が行われました。

ーティリティー（電力、冷却水等）の接続端は全て

M2 ライン電磁石の電力は、全て細線構成ケーブ

電磁石上面に積まれた遮蔽体の上（FL-4m）に配置

ルを介して 2 箇所の電源置き場に設置された電源

され、この FL-4m エリアでのメンテナンス作業を

から供給されています。この内、陽子ビームが通る

可能としています。また、重故障に至っては遮蔽体

一次ラインの電磁石は 3NBT 電磁石と一緒に制御さ
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崩壊ミュオンラインの電磁石は第 2 実験ホール
内で図 6 のように配置されています。また、二次
ライン電磁石への電力は第 2 実験ホール内ミュ
オン電源ヤードに置かれた電源から最大合計電力
2.5MW、冷却水は同じミュオン電源ヤードから
100A の配管で合計流量 1200L/min を一旦マニホ
ールドで受けた後、いずれも二次ラインを覆う遮蔽
ブロックの 3 箇所に開けられた貫通部を通して各
電磁石に供給されています。
図４

日立製 MIC（左）、細線構成ケーブル（右）

れるため、電源は 3NBT 下流電源室に置かれていま
す。一方、同じ M2 ラインにある二次ライン電磁石
は厚さ 1m の側壁を貫通し、第 2 実験ホール内ミ
ュオン電源ヤードの電源と細線構成ケーブルで接続
されています。M2 ライン側壁の貫通孔は図 5 のよ
うに幅 2m ×高さ 1m ×奥行き 1m の鉄ブロックに
直径 85mm の鉄パイプが 50 本埋め込まれており、
その中を絶縁された直径 50mm のブスバー（銅棒）
が入り、ブスバーとパイプの隙間は絶縁材で満たさ
れています。ブスバーの両端には端子が取り付けら

図６

崩壊ミュオンライン電磁石

れ、電磁石から延びたケーブルは一旦このブスバー
に接続され、壁の反対側で電源からのケーブルと接
続される構造となっています。貫通孔を採用した一

4. EPICS を用いての遠隔制御
各電磁石電源には PLC が内蔵され、電源の ON

番の理由は温度差による壁のひび割れ防止であり、 OFF、極性切り替え、電流値設定等が Ethernet を
ケーブルからの発熱を直接コンクリートに逃がさな

経由してパソコン上で行うことができるようにな

いためです。当該貫通孔は放射線遮蔽の効果、気密

っています。この遠隔制御に用いられている制御

性およびメンテナンスの観点からも重要な役割を果

ソフト EPICS は J-PARC の制御システムに早くから

たしています。

取り入れられ、今では J-PARC の標準制御ソフトと
して J-PARC 内に広く浸透しています。ところで、
EPICS はスローコントロール系の制御システムであ
り、PLC の制御プログラムとユーザーの間に位置す
るユーザーインターフェイスを含む仲介プログラム
です。GUI などを含み、外部プログラムとの併用も
可能であるため、使用が容易ですが、インターロッ
クやクエンチ保護など高速の対応が必要となる機器
には向いておらず、これらの保護システムは PLC
内部に搭載しています。現在、全ての電磁石電源は
キャビン（データ処理室）に置かれたパソコンから
遠隔制御ができ、そこから電源の全ての情報を得る
ことができます。また、制御 LAN を介して加速器
のビーム情報を確認できるようにもなっています。

図５

M2 貫通孔（第 2 実験ホール側）
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ル、操作方法からバグ出しに至るまで、J-PARC 制
御グループの川瀬氏、澤氏、高橋氏、吉川氏に親身
なご指導をいただきました。ここに厚く感謝いたし
ます。
5. おわりに
期待と不安で迎えた平成 20 年 9 月 26 日正午、
待望のミュオンビームが J-PARC に初めて発生し、
無事 DAY1 を祝うことができました。スタッフ一同
が各々の持ち場を全うした賜物であり、チームワー
クの勝利をかみ締めた瞬間でした。しかし、ミュオ
ンビームが発生したといっても、まだまだチューニ
ング等改善すべき課題が残されています。また、他
の二次ライン建設にも力を注がなければなりませ
ん。我々スタッフは DAY1 を契機に再び一丸となっ
て次の到達点を目指します。
参考文献
[1]H.Fujimori et al., “Magnet Design for a High
Radiation Area” Proceedings of the 4th Annual
Meeting of Particle Accelerator Society of Japan
and the 32nd Linear Accelerator Meeting in Japan,
Wako Japan(2007), p790-792
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実験設備、制御系
日本原子力研究開発機構先端基礎研究センター /J-PARC センター
髭本 亘
2.2. D1 ポートにおける実験装置

1. はじめに
本稿では制御系と実験設備の紹介を行う。この 2

D1 ポートは４MeV の表面ミュオンを取り出して

つは実際別個のものであるが（もちろん関係はかな

µSR による物質研究を行うことを主目的として作ら

りある）、まとめてここで紹介する

れた。一応図 1 のビームスライサー（後述）より
先が、D1 ポートになる。この部分に関しては電磁
石、ビームスライサー、コリメーター等のビームラ

2. 実験設備
まず実験設備関係について紹介する。

イン機器は JAEA 側で設置し、冷却水、電気等のイ
ンフラ、実験エリア、キャビンおよび分光器、DAQ
等は KEK により整備された。もともと表面ミュオ

2.1. 経緯
いきなり本題から離れるが、筆者は 2004 年に

ンを想定していたこともあり電磁石および電源はそ

KEK より、原子力機構先端基礎研究センターに異

れに合わせたスペックとなっており、現状では約

動し、そこでミュオンを用いたｆ電子化合物を研究
することを目的としたグループに参加した。当初は
Los Alamos 研究所から Robert Heffner 博士をグル
ープリーダーとして迎え、「アクチノイド µSR 研究
グループ」という名前のグループを立ち上げた。こ
のグループは組織改変の波に飲まれわずか半年で名
前を変えてしまうことになるのであるが、活動とし
てはそのまま継続され、µSR グループとしての活動
はまもなく 5 年目を迎えようとしている。このグ
ループの主題のひとつは「J-PARC へ装置を設置し
て、そこで実験する」ことであった。また、我々の
グループは J-PARC の母体のひとつである日本原子
力研究開発機構において唯一のミュオン関連のグル
ープであり、その点からも重要な存在である（はず
である）。そのようなことで、我々は D1 ポート側
に電磁石とキッカーなどを組み込んだ分岐ビームラ
インと取り出し部の構築を行った。当初は分光器本
体も含めての設置計画であったが、結局分光器部分
に関しては暫定的に KEK-MSL で使用していたもの
を再利用することでのスタートとなった。現状の分
光器そのものは竹下氏の記事を参照していただくこ
ととして、その他の部分に関して述べていく。また

図 1 （上）D1 ポート側のビームライン機器

実験ポート、ビーム調整に関しては Strasser 氏の

（JAEA 設置分）。この先に分光器が置かれてい
る。（下）建設途中の D1 ポート。上に向かっ

記事にも詳しい。

ている分岐が D2 ポートになる。

「めそん」No.29, 2009 年

春

31

特集「動き始めた J-PARC MUSE」

50MeV/c までの正ミュオンを取り出すことが可能
である。また来年度には電源の改造により、負のミ
ュオンの取り出しも出来るようになる。D1 ポート
は µSR 実験が想定されており、基幹設備としての
µSR 分光器が設置されている。分光器では常伝導電
磁石により縦磁場、横磁場の印加が可能である。ま
た、冷凍機類も配備され、現状でも基本的な µSR
実験は実施可能となっている。D1 ポートにおける
主要な機器のひとつに「ビームスライサー」がある。
J-PARC の陽子ビームは、2 バンチ構造、即ちパル
ス状の陽子の塊が 2 つにわかれて飛んでくる。ミ
ュオンビームの構造は陽子ビームの構造を反映する
ためミュオンビームも 2 バンチに分かれてやって
くる。この 2 バンチの間隔は約 600ns あり、µSR
の信号は、そのままでは 600ns の時間差がある 2
つの信号が混ざったものとなってしまう。またもと
もととのミュオンパルスそのものが 100ns 以上の

図2

ビームスライサー概念図。(a) もともと

拡がりを持つ。これらの要因で、時間分解能が制限

のミュオンパルス

されることにあってしまう。この状況を改善するた

して高速で立ち上がる電場を印加する (c) 得ら

めに、パルスの一部だけを蹴りとる「キッカー」が

れるミュオンショートパルス。この部分だけが

置かれる。ビームキッカーは電場または磁場をビー

分光器に送られ、時間分解能の向上が行われる。

(b) セカンドパルスに同期

ムに同期して印加することで、ビームの進行方向を
変えるための機器である。通常立ち上がり時間が短

いないタイプの冷凍機が原子力機構の伊藤氏および

く、特定のバンチの方向を変えることが可能であ

筆者によりデザイン、製作されている。これは試料

る。D1 ポート側で使われているものは立ち上がり

交換が可能な限り簡便に行えるものを目指したデザ

時間が 20ns 以下と極めて速く電場を印加するもの

インとなっており、加えて µSR 信号からバックグ

であり、これにより切り取られたショートパルスの

ラウンドとなる信号が可能な限り混ざらないように

みを実験に用いることで時間分解能を大幅に向上し

するためフライパスと呼ばれる方式が利用可能とな

たデータの取得が可能となる。このビームスライサ

るようφ 70mm の大きな窓をもつ構造となってい

ーは磁場ではなく電場で動くものであり、表面ミュ

る。さらにまた希釈冷凍機の設置も計画されている。

オンの実験に活用される。また、負荷としては、幅

今のところ KEK-MSL で用いられていたトップロー

600mm、高さ 200mm の 2 枚の電極が 150mm の

ディング式の冷凍機の移設が検討されているが、こ

間隔で平行に置かれたものとなる。現在までに、実

の設置および運用のためには大型の台の設置が必要

負荷をつないだ状態での試験が行われており、既定

である。

の電場が印加されることが確認されている。残念な

分光器に関しては現状では竹下氏の解説にあるよ

がらビームタイムの関係でまだビームを用いたテス

うに KEK-MSL の「大オメガ」で使用されていたも

トは行われていないが、来年度の早い時期にはビー

のが設置されている。この分光器は 256 個（128 組）

ムによるテストを進めていく予定である。

の陽電子カウンターを持つが、このチャネル数は将

分光器部分におかれる主要機器としては電磁石と

来にわたって充分なものとはいえない。このためさ

冷凍機が挙げられる。現在までには液体ヘリウム利

らにチャネル数を上げることが必要であり、このた

用の 2K まで到達可能な冷凍機が配備され、実際に

めの開発要素が大きい。

実験に使われている。また、オックスフォード社の
ミニクライオも使用可能であり、簡便に低温実験を
行うことができる。さらに現在、液体ヘリウムを用
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2.3 D2 ポートの実験装置
もう一方の実験ポートが D2 ポートである。D2
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ポートは当初からディケイミュオンを取り出すこ

構成される。ミュオン制御系は、PLC リンク層に

と を 想 定 し て 作 ら れ た ポ ー ト で あ り、 電 磁 石 等

MELSEC-NET と呼ばれる PLC の専用ネットワーク

はそれにあったスペックを持つ。D2 ポートでは

を通じてつながっている。ミュオン制御系も実体は

120MeV/c までの、運動量の高い正負のミュオン

PLC の集合体であり、PLC で集めた情報が制御室

を取り出すことができる。D1 ポートが µSR 実験を

に送られている。これらの情報のうち重要な情報は

想定しているのに対し、D2 ポートは今のところ基

ネットワーク層を通じて中央制御室（CCR）にまで

幹設備としての実験装置は持たず、オープンスペー

つながっており、後述のインターロックの発報時な

スとして自由な展開が可能である。このため物質生

どは CCR においてビーム停止が行われる。

命研究に限らず、原子核、素粒子実験や、負ミュオ

MLF-GCS ではミュオン機器を含めた多くの機器

ン X 線を利用した非破壊検査など様々な目的に利

の監視、制御を行っている。これらの情報は、運転

用される。これまでテスト実験として天保小判の非

中は常時 MLF3 階の制御室において監視され、異

破壊検査等が行われ、Au、Ag それぞれからのミュ

常があるときなどは即座にわかる体制が組まれてい

オン X 線を捉えることに成功している。

る。また、監視されている情報は常時専用データベ
ースに記録され、いつでも取り出してみることがで

D1、D2 ポートの両方ともまだ充分な調整が行わ

きる。

れているわけではなく、不備も多い。今後引き続き
調整と整備を進めることが必要であり、そのための
体制も整っている。

3.1 インターロック系
制御系で取り扱うインターロックは主に機器の
重故障や事故を未然に防ぐことを目的としてい

3.

ミュオン制御系

る。特に重要なインターロックは PPS（Personal

次にミュオン制御系について述べる。ここでいう

Protection System）、MPS(Machine Protection

制御系とは、ミュオン関係の機器の運転、監視シス

System)、TPS(Target Protection System) と 名 付 け

テムのことを指す。言うまでもなくミュオン施設は

られており最上流の加速器であるリニアックの瞬時

多くの機器の集合体である。これらの機器すべてが

停止が行われる。まず PPS は人の安全に関わるも

正常に動いて初めてミュオン実験が可能になる。ま

のであり、J-PARC 全体で最も優先順位の高いシス

た、異常時には放射線による人身事故や機器の重故

テムである。このインターロックが発報した際には、

障などを起こす可能性がある場所もあり、このよう

最も確実にビームを止めるためにリニアックのイオ

なトラブルなく施設を運用することは J-PARC 全体

ン源停止を瞬時に行う。最上流部でビーム停止が行

にとって最も重要なことである。このためにミュオ

われるためそれより下流側、すなわち加速器全体の

ン機器を監視しているのがミュオン制御システムと

ビームが止まってしまうことになる。ミュオンに関

なる。このシステムは MLF 全体の制御系の一部と

しては、M1/M2 トンネルの気密ダンパーと呼ばれ

なっているのと同時に一部のインターロック系統は

る部分が、放射化した空気に関連した部分であるた

J-PARC 全体の制御系の一部となっている。制御系

め PPS に分類されている。また実験エリア内の緊

は (1) 標的及びスクレーパー、(2)M1/M2 トンネル

急停止ボタン（Panic Button）も相当するが、ミュ

空調、(3) 超伝導ソレノイド電磁石冷凍機、(4) 真

オンの Panic Button は加速器全体が落ちずに MLF

空系、(5)2 次ライン電磁石制御、(6) 実験エリア入

だけにビームがこなくなる仕掛けが施されている。

域安全系の 6 系統に分かれている。現状では整備

次に MPS は機器の重故障や放射化を防ぐための安

されているのは第二実験室側であるが、2 次ライン

全インターロックである。MPS が発報した際には、

機器に関しては第一実験室側でも一部整備されてい

復帰が簡単なようにリニアックの RF が停止するこ

る。ミュオン制御システムは MLF General Control

とになり、この場合もやはり J-PARC 全体が停止し

System (GCS) という、MLF 全体制御システムのサ

てしまう。ここまでのビームタイムを見ている限り

ブシステムとして組み込まれた構成となっている。 MPS は頻繁に発報しており、ユーザーにもおなじ
MLF-GCS は PLC（Programmable Logic Controller） みのものとなっている。ミュオンにおける MPS 系
のリンク層、サーバー層およびネットワーク層から

「めそん」No.29, 2009 年

春

は複数ある。例えばミュオン標的およびビームス

33

特集「動き始めた J-PARC MUSE」

図3

左からブロッカー、電磁石、真空の制御盤

図4

標的制御画面の一部。標的位置や標的の

状態を見ることができる他、標的移動を行うこ
とができる。
クレーパーの温度、冷却水、位置等の異常の際は
MPS が発報する。これはミュオン標的のこれらの

2 次ラインのバルブの状態と真空度の監視を行な

異常は一次ライン機器の深刻な故障や放射化を引き

う。例えば 2 次ライン最上流側のゲートバルブは

起こす可能性があり、瞬時にビームを止めることが

差圧がない状態でしか開けることが出来ないなどの

必要となるためである。なおこれまでミュオン部分

インターロックも組み込まれている。バルブの開閉

で PPS や MPS が発報したことはない。また TPS は

は現場制御盤において行う。

中性子の水銀標的に関しての異常の際のインターロ

(5)2 次ライン電磁石制御

ックで、やはり瞬時に J-PARC 全体のビームが停止
する。
制御機器は第二実験室電源ヤード前のラックな
どに納められている（図 3）。それぞれの制御盤は

2 次ライン電磁石の電流値や極性などの状態がモ
ニターされている。また異常時には制御室において
もわかるようになっている。
(6) 実験エリア入域安全系

CPU を有しており、MELSEC-NET で接続されてい

ミュオンブロッカーの開閉、実験エリア扉の開閉

る。次にミュオン制御機器の個々の役割を述べる。

など実験エリアへの入域安全系を制御している。こ

(1) 標的及びスクレーパー

の制御系は、実験エリアへの入域のインターロック

ミュオン標的とビームスクレーパーの温度、冷却

系を司っており、ユーザーに直接関係している。扉

水、位置の状態などを監視する。異常の際は MPS

操作器や鍵操作器などの機器も含めて構成されてい

が発報し、ビームが停止する。また、標的の移動は

る。

制御室のシフトリーダーにより、CCR と連絡を取
りながら行われ、MLF にビームが出ている時には

これらミュオン制御系はミュオン機器全般の統括

決して移動が行われないようになっている。

監視システムであり、重要な役割を果たしている。

(2)M1/M2 ライン空調

しかしあくまでも裏方であり、まったく目立った動

M1/M2 ラインの空調の運転状態、空気の温度、 きがないことが望ましい。それには日頃の人の目に
バルブの状態などを監視する。気密ダンパーと呼ば

よる監視が最も重要である。

れるバルブは PPS 系に入っている。
(3) 超伝導ソレノイド電磁石冷凍機

4. 終わりに

ディケイ表面ミュオンラインの超伝導ソレノイド

実験設備に関してはミュオングループ全員で進め

電磁石冷凍機の大部分の状態がモニターされてい

ている。また制御系に関しては、中性子源の酒井さ

る。情報は MLF のデータベースに記録される。

ん、甲斐さんをはじめとした MLF 制御グループの

(4) 真空系

多大なる協力をいただいた。ここに感謝を記す。
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分光器と DAQ
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
竹下 聡史・門野 良典

の立体角が大きいことを意味していますが、ここで

1. はじめに
「KEK-MSL で使われていた分光器＆ DAQ（デー

は便宜的にこの分光器を「大オメガ」と呼ぶことに

タ収集システム）を J-PARC に持って行っても、問

します )。この分光器「大オメガ」は、上流 64ch

題なく実験ができるか？」残念ながら答えは否で

下流 64ch の計 128ch( コインシデンスを取ってい

す。J-PARC MUSE では KEK-MSL よりも遥かに大強

るため実際は 256ch) のカウンターで構成されてい

度のミュオンビームが得られます。これは非常に嬉

ます。カウンターを多チャンネル化することによ

しいことではありますが、この大強度のためにクリ

り、分光器の全立体角を保ったまま、ひとつひとつ

アしなければならない問題点があります。それは、 のシンチレーター部を小さくすることができるた
ポジトロンの数え落としによるスペクトルの歪みへ

め、ポジトロンのパイルアップを少なくすることが

の対策や、大強度に対応した大量高速のデータ収集

可能です ( 大オメガ分光器のカウンター全立体角は

を可能にすること、です。これらの解決のために、 約 10% )。とはいえ、これでもカウンターの個数に
DAQ は 3 年ほどの期間をかけて、また分光器は昨

して πA/B の 4 倍、立体角を考慮しても精々 KEK-

年 (2008 年 ) 初夏の頃より既存のもののアップグ

MSL の 10 倍程度のビーム強度にしか耐えられない

レード改造を行ってきています。以下では、どの様

という制限があります。これら 256 個のカウンタ

な対策がなされたのかを含めて、ようやく整いつつ

ーはファイバーを介し 16 個の 16ch マルチアノー

ある µSR の実験環境の現状を述べていきたいと思

ド光電子増倍管に接続され、電気信号に変換されま

います。

す。これらの電気信号は、キャビン内にある電子回
路系で処理されます。この部分は DAQ の項目で触
れます。

2. 分光器
まず、「どの分光器を持っていくか？」が議論に

次の課題は、大オメガのグレードアップです。も

なりました。当初、pA もしくは pB ポートに設置

ともと KEK-MSL では試験的に使用されていた分光

されていた分光器 ( ともに上流 16ch 下流 16ch 計

器であったため、十分な横磁場、零磁場補正用のコ

32ch、コインシデンスしているため実際は 64ch)

イルが取り付けられていませんでした。そこで、既

を J-PARC に持ち込む方向で話を進めている最中に、 存のコイルが取り付けられないか検討したところ、
「加速器の試験が思いのほか順調で、予定より早め

以前 µ ポートの超伝導磁石（SHC）に取り付けられ

にパワーをあげていく」との情報が入りました。パ

ていた横磁場コイルが、ビームラインの電磁石やコ

ワーがあがってしまうと、p ポートの分光器では一

リメータとも干渉することなく、さらに、最も磁場

つのカウンターが持つ立体角が大きいため、ポジト

均質性がよくなるコイル間ギャップが丁度光電子増

ロンのパイルアップが頻繁に起こるようになり、検

倍管とも干渉しないギリギリの距離であり、計算さ

出効率が悪くなるとともに、スペクトルが歪む等嬉

れたかのようにピッタリと大オメガに収まってしま

しくない状況になってしまいます。そこで注目され

うことがわかりました。これは本当に幸運だったと

たのが、以前 KEK-MSL 第二実験室の大立体角超伝

言うしかありません。取り付けにはやや困難もあり

導表面ミュオンチャネル「大オメガ」で使用されて

ましたが、見事なクレーン捌きを披露してくれた町

いた分光器です ( なお、この「大オメガ」は分光器

田氏をはじめ多くの方の協力を得て、無事横磁場コ

の立体角ではなく、標的からミュオンを取り込む際

イルの取り付けは完了しました。
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図1

クレーンに吊り上げられた「大オメガ改」。

図3

サンプルマウント時の様子。

分光器「大オメガ改」
最大縦磁場：1.5 kG
最大横磁場：200 G
低温装置：縦型クライオスタット、ミニクライオ
* 仕様上、希釈冷凍機も挿入できる設計になって
いますが、冷凍機を支える架台などが未整備で
す。JAEA の伊藤氏、髭本氏の設計しているフ
ライパス冷凍機も挿入可能です。
図２
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D1 エリアに設置された「大オメガ改」。
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また手巻きのコイルによる零磁場補正用磁石も三
軸方向に取り付けられました。補正コイル巻き作業
は、数十 m あるケーブルを巻いていくため総勢 8
名程の協力を得て進められました。その他、カウン
ターの修理、保護板取り付け、冷却水配管などが施
され、J-PARC MUSE での µSR 実験に耐えうる立派
な分光器「大オメガ改」として改造が完了しました。
3. DAQ
「KEK-MSL の DAQ システムを J-PARC MUSE に導
入する上で何が問題か？」最も大きな問題は、TDC
（Time-to-Digital Converter）が読み出しを待たずに
受けられるポジトロン事象の数＝多重度とデータ転
送速度です。通常パルスビームの実験ではビームパ
ルスの合間に TDC 上のデータを読み出してコンピ
ューター（PC）へと転送するため、その間 TDC は
ポジトロンの信号を記録し続ける必要があります。
従って TDC に要求される多重度はミュオンビーム
パルス毎に一つのカウンターで何個のポジトロン事
象が起きるかということで決まります。KEK-MSL
で使用していた TDC（LeCroy モデル 3377）はも
ともと高エネルギー実験で用いられていたドリフ

図4

キャビンに設置された回路および DAQ

ト・チェンバー用の回路で、多重度は 16 でした。

システム。256 本の信号線に埋もれている。

5

一方 J-PARC MUSE ではビームパルスあたり約 10

個のポジトロン事象が期待されており、大オメガの
場合も含め従来のような立体角を持つカウンターで
は 1 台あたり最高約 103 個 / パルスのポジトロン
事象が予想されます。これは TDC に対して２桁大
きな多重度を要求するとともに、ビームパルス毎に
読み出し転送すべきデータ量もそれに比例して大き
く増大することが予想されます。
ところでこのような状況は今回の大オメガ移設よ
り遥か以前から予想されていました。特にデータ
読み出し・転送の問題は深刻で、現在使われてい
る PC 用データバス（CAMAC, SCSI，VME 等）では

図5

DAQ の画面。中央に見えるスペクトル

まず対応不可能であることが当初から明らかでし

がアシンメトリーである。

た。そこで、このような従来型のデータバス利用の
可能性を捨てて，KEK 素核研で開発が始まっていた

した。

SiTCP というイーサネットをベースにした全く新し

FPGA（Field Programmable Gated Array） と は

い PC とのデータインターフェースを採用すること

論理回路を書き込み可能な ROM のようなもので、

にし、TDC についても KEK 素核研で行なわれてい

500MHz 程度のクロックで動作します。実は SiTCP

た FPGA 利用開発研究の一環として SiTCP に対応

もこの FPGA 上のカスタム IC として実現されてい

したものを新規に設計製作する方針で 3 年程前か

ます。今回 FPGA に「書き込まれた」TDC はパル

ら KEK 素核研と協同して開発研究を行なって来ま

スあたり 1024 個までデータを保持することがで
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図6

キャビン内の様子。左側に見えるのが

図7

D1 エリア内の様子。フェンス沿い、ビー

D1 の DAQ 用ディスプレイ及び試料環境用の

ムストッパー左に見える四角い電源が横磁場用電

計器。

源である。

き、多重度という観点だけでみれば J-PARC MUSE

たものです。DAQ ミドルウェアの場合は、gatherer

での大強度ミュオンビームでも対応することが可能

( データ受け取り部 )、dispatcher( データ分配部 )、

です。（ただし、実際にこれだけの多重度を有効に

logger( データ記録部 )、monitor( データ解析部 ) の

用いるためには TDC のクロック数を１桁上げ、2

4 コンポーネントで構成されており、全てのコンポ

つのポジトロン事象が区別できるという意味での

ーネントをコントローラが見張っています。測定

時間分解能として 1ns のレベルを確保する必要が

中、よく目にする部分はモニター部であり、データ

あります）。光電子増倍管からの信号は、波高弁別

解析、グラフ表示部には CERN で開発された ROOT

器を通り FPGA-TDC に入力され、時間情報がデー

が使用されています。これらの DAQ ミドルウェア

タとして記録されます。TDC に溜ったデータはビ

は現在 3 台の PC(msd1-daq、msd1-ana、msd1-ctr)

ームパルスの合間に SiTCP からイーサネット (GbE)

上にインストールされており、SiTCP からイーサネ

を経由して DAQ ホスト PC に送られ、そこで「DAQ

ットを介して流れてくるデータを分散処理していま

ミドルウェア ( 後述 )」と呼ばれるオンラインモニ

す。また、これらのソフトウェアは複数の PC にま

タープログラムで処理されます。このシステムは

たがる分散処理にも対応しており、データ処理量が

TDC およびその SiTCP からのデータを受ける PC を

増大した場合にも容易に拡張可能となっています。

増設することで容易に多チャンネル化に対応できる
点と、既に PC の高速データインターフェースとし

4. 試料環境コントロール

て世界標準となったイーサネット (TCP/IP) を用い

試料環境のコントロールですが、温度コントロー

るので、安価でかつメンテナンスしやすい点が大き

ルは KEK-MSL 時代に使用されていたオックスフォ

なメリットです。

ード社の ITC を使用します。抵抗温度計用の電流源、

次にソフトウェアですが、DAQ 用ソフトウェア

電圧計や、マスフローコントローラーもキャビン内

に KEK 素粒子原子核研究所・測定器開発室の開発

に設置されており、ニードル操作以外の温度コント

した DAQ ミドルウェアを採用しています。この

ロールはここから操作できます。

DAQ ミドルウェアは、産総研で開発されている RT

磁場コントロールについては、縦磁場電源はキャ

ミドルウェア (OpenRTM-aist) がベースとなってい

ビン内の EPICS から操作できますが、残念ながら

ます。RT ミドルウェアとは、ロボットシステム用

横磁場電源は現場でコントロールします。電源が

に開発されたミドルウェアであり、ロボットにおけ

D1 エリア内ビームストッパー西側に設置されてお

るセンサや稼動部などの各コンポーネントの組み

り、この電源を直接操作します。

合わせ、通信などを容易に行えるように開発され

38

零磁場補正コイルは 3 軸方向計 6 個のコイルが
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図8

D1 エリア全景（奥に見えるのがキャビ

図9

( おまけ ) 旧大オメガ分光器。

ン）。
モニター部の開発に甚大なる協力をいただきまし
設置されており、それぞれ数ガウス程度の磁場まで

た、KEK 素粒子原子核研究所の田中真伸氏、幅淳二

かけることができます。6 個の補正コイル用電源を

氏、安芳次氏、及びその関係者の皆様、KEK 計算

操作して零磁場を作り出します。この電源は「大オ

科学センターの鈴木聡氏、分光器の改造から DAQ

メガ改」の東側に設置されており、現場で操作しま

まで諸所に渡り有益なアドバイスを頂いた幸田章宏

す。

氏をはじめとする J-PARC ミュオンセクション員の
みなさま、JAEA の髭本亘氏、伊藤孝氏、総研大の

5. おわりに

平石雅俊氏、宮崎正範氏、ICU の久保謙哉氏に感謝

9 月にミュオンの Day1 を迎えて 4 ヶ月、ようや

の意を表したいと思います。

く KEK-MSL と同じ程度の µSR 実験が行える環境が
整ってきました。まだ完璧というわけではありませ
んが、今後少しずつ良い環境を作り上げていきたい
と思います。
また、これと平行してアバランシェフォトダイ
オード（APD）をを集積したマルチピクセルフォト
ンカウンター（MPPC）を光検出器として用いたポ
ジトロン検出器を含め、さらなる多チャンネル化
(1000 ～ 2000ch) をめざした R&D 等も行われてい
ます。近い将来、「大オメガ改」のスペックを上回
る分光器が実現することを願っています。
最後に、DAQ ミドルウェア及び ROOT を用いた
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J-PARC MUSE の運営体制
高エネルギー加速器研究機構
物質構造科学研究所 ミュオン科学研究系
西山 樟生
1. 始めに

をもっています。KEK ミュオンともに施設建設に

J-PARC の運営体制

ミュオン施設の運営体制について記すまえに

携わった JAEA 先端研のミュオングループはミュオ

J-PARC 全体の運営体制について簡単に述べておき

ンセクションのもとで、可能な範囲で装置維持・開

たい。2009 年 3 月をもって一応の建設が終わるこ

発に協力することになっています。

ととなり、高エネルギー加速器研究機構 (KEK) と原
子力開発機構 (JAEA) が協力して行っていた建設体

2. 物質生命科学実験施設（MLF）の運営

制が運営体制に本格的に移行します。（1999.3.18

物質・生命施設の運営・利用の為の決定機関とし

建 設 協 定 ／ 2005.8.8 運 営 協 定 と そ れ に 基 づ く

ては、MLF 施設利用委員会があります。これは施

2006.2.17 J-PARC センター発足）。これに伴い建設

設側と利用者の代表が集まって施設の利用に関して

の為のプロジェクトチームは解散し、既に発足して

協議する機関です。また J-PARC 運営に関しての最

いた J-PARC センタ−がより拡充されて運営を担っ

高決定機関としては KEK と JAEA の執行部で構成

ていきます。もちろん拡充計画、建設等もセンタ−

される J-PARC 運営会議がありますが、MLF に関す

の役割となります。

る運営事項の調整は KEK 物構研所長と、JAEA 量子

J-PARC の ミ ュ オ ン 施 設 の 維 持・ 管 理・ 運 転 に
責 任 を 有 す る の は KEK と JAEA の 構 成 か ら な る

ビーム応用部門長と J-PARC センター長がコアとな
っている MLF 運営調整会議でなされています。

J-PARC です。当面ミュオン施設の実質的な予算は

実務的な運営は MLF ディビジョン長（＋副）、セ

KEK の J-PARC 実験予算に財源が有り、大部分の人

クション長（＋副）、及び必要なメンバーで構成さ

員は KEK の物質構造科学研究所に所属しているこ

れる MLFG（MLF グループ会議）で調整が行われ

とから KEK 物構研が推進していく責務をもってい

ます。

ます。実際の運営に関する組織（図１）としては

公式の委員会としては、MLF 施設利用委員会の

J-PARC センタ−の下に物質生命科学ディビジョン

もとにミュオン課題審査部会、中性子課題審査部会、

が有り、其の下にミュオンセクションが作られてお

中性子実験装置検討委員会、ミュオン実験装置検討

り、ミュオン施設の建設、維持、管理、運営に責任

委員会（未設置）が置かれています。

センター長
加速器 DIV
物質・生命科学 DIV

3. 実験公募及び審査について。

中性子源 S
中性子利用 S
中性子基盤 S
ミュオン S

40

ます。非公開型はビーム代等を支払っても実験を行
い、成果を占有しようという場合で産業利用などの
場合にあり得ると考えられています。従来ミュオン
実験においては該当した例が有りませんでしたが、

素粒子原子核 DIV

将来はそのような可能性もあり得るでしょう。成果

安全 DIV

公開型の場合には、学術の振興及び応用の推進とい

業務 DIV
図１

実験公募はまず成果公開型と非公開型に２分され

J-PARC センタ−組織（略図）

った J-PARC の精神、KEK の大学共同利用の立場と
も合致しているのでミュオンビームの利用は無償と
なっています。（可能な範囲で旅費、実験経費の支
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援も行います。）

ならず産業応用まで含めた利用者を想定しており、

さて実際の公募は WEB からの電子申請となって

内部構造として中性子、ミュオンを問わず横断的な

います。初めて実験課題を申請しようとする人は、 専門分野で纏めた分科会を設ける予定です。（結晶
まず J-PARC 課題申請システムに新規登録してユー

／液体・非晶質／ソフトマター・反応／生命物質／

ザー ID を取得します。（電子メールで返信されま

磁性 • 強相関／半導体／電池材料／基礎物理・原子

す。）一旦登録が為された後はいつでも申請内容の

核／微量分析・非破壊検査）

入力が可能となります。さて公開型課題は一般課題

ミ ュ オ ン に 関 し て、 当 日 本 中 間 子 科 学 会 も

とプロジェクト課題・装置課題に分類されます。一

J-PARC MUSE に関連する重要なユーザー組織です。

般課題は年に２回公募され、有効期間は半年です。

中性子学会や、放射光学会が日本全体の当該研究分

具 体 的 な や り 方 は http://j-parc.jp/ に 入 っ て 物

野に果たしている役割のように、ミュオン科学を推

質・生命科学実験施設に進み、利用、公募、申請、 進していく役目を有しています。
相談の各章をご覧ください。一般課題に関しては
J-PARC のミュオン課題審査部会でまず審査されま
す。プロジェクト課題に関しては、ミュオンの場

5. これからの運営体制
J-PARC の運営の一方の柱である KEK においては、

合プロジェクト推進を KEK が担っていることから、 2009 年度から、KEK のグランドデザイン、プロジ
物構研のミュオン共同利用実験審査委員会でまず審

ェクトをより推進出来る方向に機構の組織を改革し

査されることになります。最終的には施設利用委員

ようとする試みが開始されます。また 2009 年度中

会で決定されます。

に共用法（注１）の改正が予定されており、MLF

現在はミュオンの申請分科を KEK の課題申請を

の中性子施設は共用法による特定中性子施設とし

踏襲して大きく２つにわけ、磁性 • 強相関とそのほ

て国が登録機関に利用業務を委託することになり、

か一般としています。実験装置や、課題数が増加し

JAEA がビームラインの建設と運転の為の補助金を

再編する必要が生じた時点で再編成することになり

得ることが予定されています。これら新しい状況に

ます。

おいても利用者の便宜を最大に図ることによって、

利用者の便宜を図る組織としてユーザースオフィ

国際的な競争の中で研究の成果が上げられるような

スが JAEA の正門の向かいにあるいばらき量子ビー

運営の仕方を、作り出していくことが肝要であると

ム研究センター１階（旧 NTT11 号館）に開設され

考えます。いよいよ 2009 年度より共同利用が本格

ました。 http://is.j-parc.jp/uo/

ユーザーの為のあ

的に開始される今、施設側の都合のみを考えるので

らゆる相談の窓口になることが期待されます（実験

はなくて、利用者の意見をくみ上げより良く運営す

申請、放射線手続き、入構手続き、宿泊予約、旅費、 るために、ミュオン施設の運営に対しての日本中間
食堂案内等）。

子科学会の積極的な参画が望まれます。

4. 諮問組織、利用者による組織

注１

共用法：特定放射光施設だけでなく、特定

J-PARC 全体の諮問組織として IAC( 国際諮問委員

高速電子計算機施設を含めた形で平成 18 年 7 月に

会 ) が設置されています。またミュオン科学実験に

施行された「特定先端大型研究施設の共用の促進

関しては MUSAC ( ミュオン科学実験検討委員会 )

に関する法律」に特定中性子施設が追加される予

がおかれ毎年建設に関しての助言を行っています。

定 で す。http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/

一方利用者の意見を J-PARC 全体の建設、運営に
反映させる為に J-PARC 利用者協議会があり、現在

html/hpaa200701/064.htm
本文中に出た組織の WebPage を付け加えておきま

J-PARC 全体のグランドデザインを作成しています。 す。
MLF 施設に関しては MLF 利用者懇談会（詳細は

IAC:

http://is.j-parc.jp/MLFuser/ 参照）が 2007 年 9 月

MUSAC: http://j-parc.jp/MatLife/ja/committees/

に発足し、中性子とミュオンを利用して研究を推進

index.html

する科学者、技術者がお互いに情報交流し、ユーザ

J-PARC 利用者協議会：（内部）（http://is.j-parc.jp/

ー意見の集約を図ろうとしています。学術研究のみ

uo/riyousha/riyousha.html）
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最近の研究から

パイオン原子、ミュオン原子
形成後の電子状態
大阪大学大学院理学研究科
二宮 和彦
1. はじめに
負の電荷を持ったパイオンやミュオンが物質中に
停止すると、これらは電子の代わりに原子系へと捕

系とわずかに電子配置の異なるユニークな原子とし
て興味深い系である。また特に軽い元素に対しては、
ミュオン原子形成直後は非常に高電荷の状態にある

らわれ、パイオン原子、ミュオン原子を形成する。 ことが知られているが、これは通常の化学実験室で
著者とその共同研究者たちのグループは、これまで

はつくることのできない系であり、化学反応の素過

化学の観点からこれらの原子に注目し、これらの原

程を考察する上で非常に有効な研究対象となりうる

子形成過程における化学効果や、これらの原子その

ものである。

ものを化学種として扱うことの可能性を検討してき

このようなミュオン原子を扱った化学を行うにあ

た。本稿ではこれらの原子の形成後の電子の状態に

たっては、ミュオン原子を単独で取り出す手法を確

着目した最近の研究成果について紹介する。

立することはもちろんのこと、ミュオン原子の形成
過程やミュオン原子形成後の電子状態に関する詳細

1.1 パイオン原子およびミュオン原子の原子として

な知見が必要不可欠である。

の性質
パイオンやミュオンが原子核の近傍へ接近する
と、これらの粒子は原子軌道を形成しパイオン原子、

1.2 パイオン原子およびミュオン原子の形成過程
パイオン原子とミュオン原子は、それぞれ導入さ

ミュオン原子が形成される。これらの粒子は電子よ

れる粒子の質量が同程度であり、その形成過程は良

りもはるかに大きな質量を持つために、小さなボー

く似ていることが知られている。ミュオン原子やパ

ア半径を持ち、原子核の電荷を強く遮蔽するので、 イオン原子は形成初期はパイオンやミュオンが非常
原子番号 Z のものに対してパイオン原子やミュオ

に大きな量子数を持つために、形成後に電子とのオ

ン原子の電子配置は Z-1 原子のものに近くなる。つ

ージェ過程もしくは特性エックス線（パイオニック

まりパイオン原子やミュオン原子は擬似的に Z-1 原

エックス線、ミュオニックエックス線）放出過程に

子とみなすことができる。負のミュオンを用いた

よって次々に脱励起を起こす。パイオンやミュオン

µSR 法もミュオンを捕獲することで物質中に現れた

が原子核の近傍へと到達し原子核の電荷を遮蔽し始

擬似的な Z-1 原子の場を観察している。

める一方で、オージェ過程により原子系からは多く

パイオン原子はパイオンと原子核が強い相互作用
をするために、パイオンが 1s 軌道へと到達する前

の電子が失われ、パイオン原子やミュオン原子では
形成後に動的な電子再配列過程が起こる。

に原子核へと吸収されるので、その寿命はかなり短

凝縮系の µ-SR 測定の結果からミュオンの崩壊時

い。一方、ミュオン原子についてはミュオンが 1s

にはほとんどすべての電子が戻っているとの報告が

軌道に到達後も原子番号増加と共に短くなるもの

ある [1]。一方で、パイオンやミュオンのカスケー

の、100-2000 ns 程度の寿命を持つ。この寿命は、 ド中の電子状態に関する研究はあまりされていない
化学の世界から見ても十分長いものであり、ミュオ

が、特に軽元素の希薄な気相系においては、パイオ

ン原子を化学種として扱うことができる可能性があ

ン原子やミュオン原子は形成後すべての電子を失っ

る。

ていることが知られている [2]。また原子番号の大

化学の観点から見た場合、ミュオン原子は特異な

きな領域については反対に電子の特性エックス線の

質量数を持つ同位体として、またミュオンによる原

測定から内殻電子の状態は非常に静かであるという

子核の電荷の遮蔽が不十分なことから、通常の原子

報告がある [3]。
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1.3 本研究の目的
本研究では、文献 [3] と同じくパイオン原子およ
びミュオン原子形成後のカスケード過程において放
出される電子の特性エックス線に注目し、詳細な実
験を行った。
パイオンやミュオンの遷移に伴い電子がオージェ
過程によって失われた場合、その再充填によって電
子の特性エックス線が放出される。特に K 殻につ
いてはその再充填速度は非常に速いため、パイオン
やミュオンのカスケード過程の最中に電子 K エッ
クス線の放出を起こすと考えられている。電子の特
性エックス線のエネルギーはエックス線放出時のパ
イオンやミュオンの準位に、また周りの電子の状態
によってわずかに変化する。このため電子エックス

図1

線のエネルギーを精密に測定することで、パイオン

で用いた測定システム概要

パイオン原子の電子エックス線測定実験

原子やミュオン原子形成後の電子状態について考察
することができる。
2. 電子エックス線エネルギー測定実験
パイオン原子に関する実験は高エネルギー加速器
研究機構・陽子シンクロトロン加速器研究施設東
カウンターホール pm チャネルにおいて行った。ミ
ュオン原子に関する測定は同機構内中間子実験施
設 µ ポートにおいて行った。どちらの測定におい
てもヘリウムを充填したチェンバー中にサンプルを
設置し、パイオンもしくはミュオンを照射して放出

図2

されるエックス線（電子エックス線、パイオニック

K エックス線領域のスペクトルとそのフィッテ

エックス線もしくはミュオニックエックス線）を低

ィング結果

Gd2O3 を測定サンプルに用いた時の電子

エネルギー用のゲルマニウム半導体検出器を用いて
測定した。パイオン原子に関する実験はカウンター

ルの電子エックス線であり、パイオンやミュオンが

テレスコープからのストップシグナルを、ミュオン

原子核に吸収された後に生成する Z-1 原子の電子エ

原子に関する実験ではミュオンのパルスシグナルを

ックス線、そしてパイオン原子およびミュオン原子

それぞれ半導体検出器へのゲートシグナルとして用

形成後のカスケード過程に伴う電子エックス線であ

いた。パイオン原子の実験装置に関して、その概

る。これらの成分を考慮して電子 K エックス線ス

要を図 1 に示す [4]。パイオン原子に関する実験は

ペクトルのフィッティングを行い、パイオン原子お

Z = 29-92 の元素を、ミュオン原子については Z =

よびミュオン原子から放出される電子 K エックス

50-92 の元素について単体や軽元素との化合物を測

線のエネルギーを導出した。

定サンプルに用いた。

パイオン原子について、また比較的軽い (Z~50)
ミュオン原子について、電子 K エックス線のエネ

3. 実験結果

ルギーが初めて得られた。これらの電子 K エック

得られたスペクトルの一例をスペクトルフィッテ

ス線のエネルギーは、原子番号によって多少差があ

ィングラインと共に図 2 に示す。パイオンやミュ

るものの、それぞれ Z-1 原子の電子 K エックス線

オンの照射実験では、3 種類の電子エックス線が観

に対して 100-500 eV ほど高いものが得られた。こ

測される。まずビームによるイオン化に伴うサンプ

のエネルギー差を本稿では以後エネルギーシフトと
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呼ぶ。原子番号に対してエネルギーシフトをプロッ

算し、これを実験値と比較することでパイオン原子

トしたものをパイオン原子については図 3 に、ミ

およびミュオン原子の電子状態について考察した。

ュオン原子については過去に行われた研究のエネル
ギーシフトの値 [3,5,6] と併せて図 4 に示す。エネ

4.1 電子 K エックス線放出時のパイオン、ミュオン

ルギーシフトは電子エックス線放出時にパイオンや

の準位計算

ミュオンが比較的大きな軌道をもつこと、また原子

パイオンやミュオンのカスケードプロセスはパイ

系から電子が失われることにより電子の密度が低く

オンやミュオンの初期状態を仮定することである程

なるという二つの理由から、通常の Z-1 原子に比べ

度再現することができる。そこでパイオン原子やミ

て中心電荷がわずかに大きく見えることに由来す

ュオン原子から電子 K エックス線が放出された時

る。

のパイオンやミュオンの準位をカスケード計算 [7]
により見積もった。

4. パイオン原子、ミュオン原子形成後の電子状態
についての考察

実際的なパイオンの初期状態を得るために、カス
ケード計算で実験から得られたパイオニックエック

パイオン原子およびミュオン原子について、種々

ス線の構造を再現するパイオンの初期状態を求めた

の原子状態を仮定したときのエネルギーシフトを計

[8]。そしてこの条件で与えられるパイオンの各遷
移での K 殻電子オージェ過程の確率をパイオンの
準位ごとに求めた。測定を行った原子番号の領域で
は電子 K エックス線放出はパイオンの遷移よりも
速いと考えられるので [9]、オージェ過程の起こっ
たあとのパイオンの準位をエックス線放出時のパイ
オンの準位とした。
ミュオン原子についてはミュオン特性エックス線
の統計が悪かったために、パイオン原子と同様の方
法でミュオンの初期状態を求めることができなかっ
た。そこで過去の文献 [4,10] と同じく典型的なミ
ュオンの初期状態を仮定して電子 K エックス線放

図3

パイオン原子のエネルギーシフトの実験

出時のミュオン準位の見積もりを行った。

値と L 殻電子空孔数を 0-3 に変化させたとき
の計算値

4.2 種々のパイオン原子、ミュオン原子の状態での
電子エックス線エネルギー
電子エックス線のエネルギーの計算には、マルチ
コンフィグレーションディラックフォック法による
計算コードを用いた [11]。様々な準位にパイオン、
ミュオンが存在するときの電子の結合エネルギーの
計算を行い、電子 K エックス線エネルギーを求めた。
また、Z-1 原子についても同様にエックス線のエネ
ルギーを計算し、これよりエネルギーシフトの値を
導出した。
また同じ計算コードを用いて、K, L, M 殻に電子
空孔が存在する場合の電子 K エックス線のエネル

図4

ミュオン原子のエネルギーシフトの実験

ギーの変化の見積もりを行った。Z-1 原子の電子 K

値と L 殻電子空孔数を変化させたときの計算

エックス線のエネルギーに対し、エネルギーシフ

値。エネルギーシフトの文献値は [3,5,6] より

トの大きさは 1%程度であるので、Z-1 原子での計

得た

算結果をパイオン原子およびミュオン原子における
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電子エックス線エネルギーへの電子空孔の影響とし

シフトに寄与していると考えられる。また、パイオ

た。

ン原子に関して原子番号 54 番付近（Xe, NaI, CsF：
下線は電子 K エックス線を測定した元素）で大き

4.3 エネルギーシフトの計算値の導出

なエネルギーシフトの値が得られている。これは金

電子 K エックス線放出時のパイオン、ミュオン

属単体や酸化物を用いたほかの測定と条件の異なる

の準位の分布に、それぞれの状態のエネルギーシフ

サンプルを使用しており、特に電子の再充填の遅い

トの値を掛け合わせることで計算値のエネルギーシ

気体サンプルでは大きなエネルギーシフトの値が得

フトを導出した。実験値との比較を図 3 および図 4

られたと考えられる。

に示す。パイオン原子及びミュオン原子共に電子空

本研究では、カスケード計算と電子エックス線エ

孔が存在しない場合のエネルギーシフトの計算結果

ネルギーの計算から静的な仮定のもとでの考察を行

は実験値よりも系統的に低い値が得られた。

い、パイオン原子およびミュオン原子形成後の原子

電子空孔の影響については、K 殻電子空孔が存在

状態について理解することができた。また原子系は

する場合、実験値のエネルギーシフトよりはるかに

原子番号が小さくなればなるほど電子空孔の影響が

大きな値が得られ、また M 殻電子空孔による影響

大きい、つまり高電荷の原子が生成していることが

は L 殻電子空孔によるものの 1/5 以下であり、エ

実験的に示された。

ネルギーシフトの値に対して影響が小さいため、本
稿では L 殻電子空孔数を変化させたもののみを図 3
および図 4 で示している。

5. おわりに
本稿の電子 K エックス線エネルギーによるパイ
オン原子およびミュオン原子の電子状態の考察は、

4.4 電子状態についての考察

著者の博士論文の一部を紹介したものである。この

エネルギーシフトの実験値と計算値の比較から、 研究を行うにあたり、多大な協力を頂いた皆様（篠
パイオン原子及びミュオン原子形成後の電子状態に

原厚教授、佐藤渉博士、吉村崇博士、杉浦啓規氏、

ついて考察した。

中塚敏光氏、中垣麗子氏（大阪大学）、西山樟生教授、

図 3 および図 4 よりパイオン原子、ミュオン原

三浦太一教授、松村宏博士（KEK）、久保謙哉教授

子共に原子番号の大きな領域では、電子 K エック （ICU）、KEK-PS および KEK-MSL のスタッフ）には
ス線エネルギーに対して L 殻電子空孔 1 個相当分

この場を借りて改めてお礼申し上げたい。

の電子空孔による電子 K エックス線エネルギーへ
の影響があり、原子番号の小さな領域では 2 個程
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ミュオン科学の将来への期待
ー退官によせてー

高エネルギー加速器研究機構
物質構造科学研究所 ミュオン科学研究系
西山 樟生
1.

始めに

開発、建設、研究に邁進する日々であった。施設は

ミュオンが物性研究に用いられ始めた µSR 黎明

少人数であることもあり、常に其の時々のプロジ

期ともいうべき 1970 年代、私はベルリンで原子核

ェクトにほぼ全員が同期して参加することが多か

長寿命励起状態を用いた原子核研究、物性研究を行

った。また当初は、最初のパルスミュオン施設の

っていた。様々な不安定原子核の性質を物性への研

開発ということもあり、国際的に知己の多い山崎

究手段として用いる手法としては既にメスバウワ

先生、永嶺先生の努力も有って、多くの外国研究

ー効果を用いた分光法や、γ線の角度相関による

者の協力が得られていた。（J. Brewer, K. Crowe, G.

PAC 法、γ線の角度依存性を見る PAD 法、β−核

M. Kalvius, J. Doornbos, A. S. Arrott, A. Schenck, A.

磁気共鳴法等が確立し、原子核のスピンと環境との

Mills, S. Chu）また研究生や留学生ポスドクといっ

相互作用を用いて、結晶や溶液の内部磁場、電場勾

た形で多くの外国研究者が育って来た。我々も施設

配、緩和現象の研究に用いられていた。

の長期シャットダウンの際には、SIN (PSI の前身 )

Hyperfine の国際会議等で µSR の結果が発表され
ているのを聞いて新しいプローブとして特に其のア

や TRIUMF に出かけて実験をし、パルスでは出来
ない補完的な DC ビームの実験を行って来た。

シンメトリーの大きさに驚きはしたが、水素の代り
にしかならないことは、長寿命励起状態のもつ多様

3. J-PARC MUSE

なスピン状態、原子としての多様性に比べて、短所

2009 年３月現在既に J-PARC の加速器群は一応

ではないかと感じられていた。ただし、励起状態の

の完成を成し遂げ、我々のミュオン施設でも 2008

プローブも、核反応を用いているため、プローブと、 年 9 月の最初のミュオンビーム発生、それに続い
調べる対象であるホストの物質の組み合わせは其の

ての調整運転及び今年に入ってからのユーザー利用

時点までは非常に限られたものであった。1970 年

の開始と順調に推移している。多くの発生してい

代の末は、ちょうど重粒子の加速器により核反応生

る困難な技術的問題にも関わらず数年後には MW

成核に大きな運動量を与え反跳を利用して調べる物

クラスのビーム出力が MLF（物質 • 生命実験施設）

質への打ち込み（implantation）の技術が実用化さ

で得られることが期待されている。

れ始め、この弱点を克服する可能性が開けるところ

この大強度の陽子ビームを用いて多くの新しい試

であったが、日本におけるミュオン施設の誕生とい

みが可能となる。其の最も革新的で、成功が約束さ

った新しい研究に参加する機会が巡って来た。

れているのが超低速ミュオンビームによる表面界
面、ナノ構造のミュオン科学である。既に超低速ミ

２．KEK-MSL のミュオン施設
さて 1980 年に日本にもミュオン施設が、しかも

ュオンに関する紹介は多くなされている様に、ここ
では時間とエネルギーの非常に揃ったしかもビーム

初めてのパルス状ミュオンの施設が建設され、そこ

スポットの小さいミュオンビームが得られるので、

での実験立ち上げに参加することになった。以後

深さ方向にナノメートルの分解能をもった高時間分

2006 年春のシャットダウンに至るまでこの KEK-

解能の実験が可能となり、多くの研究分野が新たに

PS のブースター加速器を用いたミュオン施設で研

ミュオン実験の対象となる。

究を続けることが出来た。この 25 年の間、様々な
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4. ミュオン科学

6. 負ミュオンによる物性研究

ところで表題のミュオン科学とは一体何をさして

µSR は水素の同位体として非常に敏感なプローブ

いるのか？ミュオンを利用した研究、もしくはミュ

として其の特徴が有ったが、結晶中で止まる場所が

オンに関するあらゆる研究と応用を指すと考えられ

格子間位置に止まることが多い等、普遍的なプロー

る。当然ミュオンをどのように効率的に発生させ、 ブとしては扱いが難しく、実験結果にも種々の解釈
また実用可能なミュオンビームを得るか、といった

が必要であった。負ミュオンを捕獲した原子の µSR

生成の為の研究から始まり、ミュオンの基礎的な性

は格子位置での原子番号 Z-1 の原子の情報が得られ

質 - 崩壊過程や崩壊パラメーター等の素粒子として

るので、より一般的なプローブとしての可能性が有

の性質、原子核捕獲に見られる原子核物理、さらに

るにもかかわらず、其のアシンメトリーが小さくま

は原子へのミュオン捕獲に見られる原子分子物理、 た原子核への捕獲に寄り寿命が小さくなる結果、長
化学、疑似水素としての物質中でのミュオンの振る

時間の測定を要するため非常に限定的に応用されて

舞い、電子とカップルしたラジカル種や水素原子の

来た。J-PARC で可能となる大強度の負ミュオンビ

同位体としてのミュオニウム、またミュオン自体や

ームによって本格的な負ミュオンの µSR 研究が進

ミュオンを含んだ様々な化学種をプローブとしての

展することを希望する。

物性研究、それらの反応や拡散など非常に多岐に亘
っている。

超低速の正ミュオンの実現が近いが、非常に低速
の負ミュオンに関してはまだ作り出す方式が見えて

これらは大きく 3 つに分類され「ミュオンの創
出」、「対象としてのミュオン」、「手段としてのミュ

いない。ミュオンビーム開発に当たってもっとも重
要な将来の課題のひとつである。

オン」ということになる。これらは相互に関連して

またミュオンの実験にとって、最も理想的な加速

おり、ミュオン科学の発展にはいずれも重要な要素

器はビーム間隔 100µs、ビーム幅は出来るだけ短

である。µSR に例をとれば、良質でバックグランド

く（~ns）十分にビーム強度が大きいものである。

のない、高輝度のビームラインが必要であり、ミュ

このような全く新しい加速器を可能にする J-PARC

オンの止まるサイトや拡散の情報が必要であり、其

以後の技術的な革新が待たれる。小型の安価なミュ

の上でプローブとしてのミュオンが生きてくるので

オン源となる加速器が開発され多くの大学、研究

ある。

室で手軽にミュオンが用いられるのが望ましいが、
それまでは今後増加する利用者のために J-PARC

5. 水素化社会におけるミュオン研究
人類が将来直面する環境問題（化石燃料による地
球温暖化、エネルギーの枯渇問題）に対処する為に、

MUSE に十分に多くの分岐をもつビームラインを作
り、利用に供していかざるを得ない。
最後に加速器を用いた物性研究は、ミュオンであ

水素エネルギーの活用が必須であると多くの人々が

れ、不安定核であれ、陽電子であれ、２次ビームを

指摘している。実用化する為には水素の製造と、水

利用することからくる多くの共通の課題を共有して

素の貯蔵、輸送とエネルギーへの変換等の技術が鍵

いるように思われる。遠からず、研究者の連携が進

となる。

み、各々独自の装置と施設を有するが研究としては

ミュオンは水素の軽い同位体として、これらの技

相互乗り入れがなされることが望まれる。

術の基礎的理解に寄与することが可能である。水素

またミュオン、NMR、中性子、放射光に至るま

貯蔵物質内における水素の物理的状態は結晶中のミ

で複数のプローブを用いた研究が相互補完しあって

ュオンの存在する位置の同定によって、水素の吸蔵

進んでいくことが期待される。

放出過程の理解にはミュオンの拡散現象の研究が役
立つと考えられる。

科学の発展、施設の発展はそこに集う人々の能力、
知力、実行力の共同作業による総体の現れであると

もちろん負ミュオンを用いたミュオン触媒核融合

思う。J-PARC ミュオン施設の職員、利用者の更な

は現実にクリーンな核融合を実験室レベルで起こし

る発展を祈るとともに、MUSE が国際的にも際立っ

ていることから、触媒のサイクル効率をさらに何倍

た施設として、ミュオン科学のセンターとなって欲

かに上げることが出来ればエネルギー問題の解決に

しいと願っている。

なることが夢でなくなる。
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国がドイツであるせいか、ポスター会場ではビール
が供されており、議論がより活発になっていたよう

ＨＦＭ０８会議報告

な気がする。
µSR 実験に関連した発表は、Uemura 先生による
Cu(Cl,Br)La(Nb,Ta)2O7（J1-J2 モデル化合物）等に関
する発表を始め、MacLaughlin らによる三角格子

福井大学工学部理工学科
菊池彦光

磁性体 NiGa2S4 に対する発表などいくつかなされて
おり、いずれも系を理解する上で重要な結果となっ
ている。フラストレート系の研究において µSR 実
験は何か特別なものというよりも最早標準的な手段

2008 年 9 月 7 日 か ら 12 日 ま で、 ド イ ツ は

とみなされてきていると感じる。フラストレートし

ブ ラ ウ ン シ ュ バ イ ク 工 科 大 学 に お い て、Highly

た磁性体のように、空間的スケールや時間ウインド

Frustrated Magnetism 2008 (HFM2008) が開催さ

ウの異なる実験手段によって見え方が異なるという

れた。会議が開かれたブラウンシュバイク市は人

特徴がある系では、種々の実験方法を用いて測定を

口 25 万人程度の落ち着いた街であり、ガウシア

行う必要があり、µSR のように、零磁場で動的・微

ン曲線でもおなじみ（?）のカール・フリードリッ

視的な情報を感度良く得られる手段が他にない事を

ヒ・ガウスの出身地として知られている。また、市

考えればこれも当然のことかもしれません。

内のアントン・ウルリッヒ候博物館にフェルメー
ルの絵があることも有名（もっとも会期中は上野

HFM は 次 回 は 2010 年 に 米 国 で 開 か れ る 予 定

のフェルメール展に貸し出し中であったが）。HFM

になっております。またフラストレート系に関す

は 2000 年にカナダの Waterloo で第 1 回会議が開

る 国 際 会 議 と し て、 今 年 の 5 月 12 日 か ら 15 日

かれて以来、今回が 4 回目の開催となる（第 3 回

まで仏国のリヨンにて、Joint European Japanese

は 2006 年に大阪で開催）。今回の参加者は約 220

Conference : Frustration in Condensed Matter（URL;

人程度であった。日本では以前からフラストレート

http://frustration-euro-japan-2009.neel.cnrs.fr/）

磁性体に関する研究が盛んであったことと、科研費

が開かれるなどフラストレート系の研究は今後も活

特定領域「フラストレーションが創る新しい物性」 発になされていくと思います。
（2007-2011）が現在走っていることもあり、日本
からの参加者は大変多かった。
会議は初日に Student tutorials が行われた後、二
日目から五日目までの間に 54 件の口頭発表ならび
に 142 件のポスター発表がなされた。テーマとし
ては、カゴメ格子、三角格子、パイロクロア格子と
いった幾何学的にフラストレートした磁性体に関す
る実験および理論的研究が中心であり、スピングラ
スなどのランダム系に関する発表はほとんどみられ
ない。私自身はカゴメ格子磁性体 ZnxCu4-x(OH)6Cl2
に関するポスター発表を行った。一方、新しい傾向
として、（反）強磁性と強誘電性が密接に関連して
発現するマルチフェロイック化合物に関する発表が
増大しつつある。新しい化合物に関する報告も数多
くなされ、報告者が新規化合物探索を主な仕事にし
ていることもあり興味は尽きなかった。なお、開催

48

「めそん」No.29, 2009 年

春

会議報告

図２
図1

HFM2008 のポスター
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日の夜にウィーンにつき、2 日だけ会議に出席して、
9 月の 17 日の朝には帰国の途につき、18 日、東
海に戻った瞬間に、ミュオン実験施設の放射線の主

ＥＸＡ 2008 会議報告

任者検査が行われ、何とか翌日からの調整作業にこ
ぎつけることができました。
EXA2008 には J-PARC ミュオン実験施設の紹介
をしに行ったのですが、new facility のセッション

J-PARC センター
ミュオンセクション
河村 成肇

は帰国しなければならない 17 日でした。そのた
め oral 発表をあきらめて poster にし、その poster
も LEAP の welcome drink と 同 時 進 行。 そ ん な 訳
で、どうにも落ち着かず、物足りない思いだけが残
る会議となってしまいました。ちなみに、前回の

EXA2008 はオーストリアの首都ウィーンで 3 年

EXA2005 もちょうど J-PARC の建設が本格的に開

毎に開催されるエキゾチックな原子や原子核に関

始された年で、今回同様、建設作業の合間に 2 泊

する国際会議です。EXotic Atom が会議の名前の

程度で参加したように記憶しています。相性がイ

由来で、今回で 3 回目となります。エキゾチック

マイチの会議のようですが、次回 EXA2011 には、

を直訳すれば “ 外国風の ” とかいう意味になります

J-PARC での成果をひっさげて行きたいものです。

が、この場合、“ 風変わりな ” 程度の意味でしょう

会議報告が途中から J-PARC 奮闘記となり、“ 風変

か、通常の原子ではないミュオン原子やパイオン原

わりな ” 文章になってしまいましたが、EXA という

子など “ エキゾチックなもの ” を対象とした会議で

ことでお許しください。

す。会議の傾向としてはエキゾチックな原子核であ
るハイパー核や、エキゾチックな崩壊現象である 2
重ベータ崩壊など、エキゾチックというキーワード
のもと、広がりを見せています。一方、もともとは
EXA の一部として議論されていた反陽子関連の話
題 は、LEAP(Low Energy Antiproton Physics) と い
う別の国際会議に移り、EXA2008 と LEAP2008 が
同じ場所で、連続して開催されるという “ 風変わり
な ” 国際会議になっています。両方に参加する場合、
しっかり二つ分の登録料を取られますが、もともと
この二つの分野を掛け持ちしている研究者が多いた
め、一回の出張で両方の会議に出席でき、便利と好
評を博していました。
今回の EXA2008 と LEAP2008 は 9 月 15 日から
19 日まで 1 週間の日程で、前半は EXA が、後半は
LEAP が中心になっています。実は、この日程が私
にとっては大問題でした。「めそん」の前号と今号
の特集にもあるように、9 月 26 日に J-PARC ミュ
オン実験施設はファーストビームを出す予定になっ
ていました。その 1 週間前、9 月 19 日にはミュオ
ン生成標的をビームラインに挿入して、装置の調整
を始めなければ、ファーストビームを 9 月 26 日に
間に合わせることはできません。かなり切羽詰った
進捗状況の J-PARC の現場をあとにして、9 月 14
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題点についての指摘もありました。さらに、不純物
効果や磁束構造に関する報告なども含め、理論と実

研究会「鉄ニクタイド物質系に
おける超伝導ペア対称性と超伝
導状態」

験両者の結果をつき合わせた忌憚のない議論がくり
広げられました。
本研究会での議論の中心は、やはりタイトルにも
あるように「超伝導ペア対称性」であり、どの講演
も実験や理論計算から導かれた結果と対称性との関

高エネルギー加速器研究機構
物質構造科学研究所
竹下 聡史

連性を中心に話が進められていました。当初 NMR
や µSR の結果からラインノードを主張するグルー
プがありましたが、一方で、ARPES ではフルギャ
ップが見えているなど、実験的には収束している状
況ではありませんでした。しかし、今回の研究会で

最近世間を賑わせている、所謂「鉄砒素系高温超

は、NMR の結果は± s 波を考慮することにより説

伝導体」が発見されてようやく一年が経とうとして

明できる可能性があること、また µSR の結果から

います。この一年、関連系物質の研究は日進月歩で

s 波を説明することも可能であることなどが報告さ

進んでおり、現在までに理論・実験ともにある程度

れ、他の結果も合わせて± s 波で解釈できるのでは

超伝導の対称性を議論できるような結果がそろって

ないかという議論を中心に研究会は進んでいきまし

きています。この様な状況で、日本発の鉄ニクタイ

た。理論側からは、やはり± s 波、拡張 s 波を中心

ド物質の超伝導ペアリング対称性に関する研究を日

とした主張がいくつかあり、研究会全体としても、

本が世界に先駆けて発信していくことが重要であ

そのような方向に収束しつつあったのではないかと

り、そのためには様々な実験、及び理論両者の密接

思います。

な交流・議論が必要不可欠であるとの認識から、若

しかし、対称性を議論する研究会であったにもか

手を中心とした研究会「鉄ニクタイド物質系におけ

かわらず、限られた対称性についての議論が多く (

る超伝導のペア対称性と超伝導状態」が、2009 年

これは話が収束しつつあるという意味ではよいので

1 月 24 日、上野の日本原子力研究開発機構システ

すが )、他の可能性がどの程度排除できるのか ( 可

ム計算科学センターにて行われました。

能性が残っているのか )、といった検証はあまりな

研究会は Oak Ridge Nat. Lab. の David J. Singh 氏

されていない印象を抱いてしまったことは残念でし

によるこれまでの鉄砒素系に関する実験・理論のレ

た。もっと、バラエティー豊かな主張があって、そ

ビューを含めたペアリング対称性についてのスペシ

れぞれについて議論を深めていくことができればよ

ャルセッションから始まり、実験３セッション（10

かったのではないかと思います。

講演）、理論 2 セッション（7 講演）が、さらに追

いずれにせよ、鉄砒素系超伝導体が発見されて一

加公演が 2 講演行われました。若手を中心とする

年の間に、これほどまでに研究が進んだことに驚か

約 50 名程度の参加者があり、会場はほぼ満席の状

され、鉄砒素超伝導体分野における目覚しい研究の

態となり、若手研究者の鉄砒素系物質への関心の高

発展、また、本分野における若手の方々の多大なる

さが伺えました。

活躍を垣間見、非常に良い刺激を受けた研究会でし

実 験 の セ ッ シ ョ ン で は、FeSe や SrFe2As2 の

た。

圧 力 下 相 図、R FeAs(OF) (R = La,Pr) の NMR、 単
結 晶 PrFeAsO1-y の 下 部 臨 界 磁 場 測 定、 単 結
晶 Ba(Fe,Co)2As2 の 超 伝 導 特 性、LaFeAs(O,F)、
Ca(Fe,Co)AsF、(Ba,K)Fe2As2 の µSR、PrFeAsO1-y、
(Ba,K)Fe2As2 の磁場侵入長の測定結果などが報告さ
れました。また理論のセッションでは、第一原理計
算、RPA、摂動論など多方面からのアプローチが報
告されるとともに、強相関第一原理計算が抱える問
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の応募が有り、１件の装置課題（KEK, 三宅氏）、１
件のプロジェクト課題（JAEA, 髭本氏）が提案され

高エネ機構・物構研・ミュオン科学
研 究 施 設 及 び J-PARC セ ン タ ー
MLF ミュオンセクション報告

た。2 月 25 日の MSPRC、2 月 27 日の施設利用委
員会で審議され一般課題については 7 件にビーム
配分が認められた。
◎ 2009 年度の予定

西山

樟生

（KEK 物質構造科学研究所 /
J-PARC センター MLF ミュオンセクション）

J-PARC のミュオン施設の利用は加速器の運転で
きまるが、7—9 月は夏期長期シャットダウンが予
定され 5—6 月と 10 月で 40 日余りが予定されて
いる。後期ビームタイムは 11 月以降 3 月まで 60

１. 予算

日余り。D1 と D2 の振り分けキッカー設置を予定

◎ 2009 年度予算内示において KEK の特別研究経

している。

費のうち J-PARC 実験予算として 65 億円が配分さ

３. J-PARC MUSE 運転状況

れた。年間で 5 サイクル（約 110 日）の利用が予

主な出来事を列記する。（詳細は三宅氏報告）

定されている。機構内部での加速器、各実験施設へ

9/19

ミュオン標的に陽子ビームの初照射

の配分のヒヤリングが行われている。

9/26

DAY1

海外施設を利用した中性子・ミュオン実験は概算
要求は認められなかった。

最初の J-PARC MUSE ミュオンビー

ム取り出し成功
10/15 超伝導ソレノイド定格励磁成功
12/9

２. J-PARC を用いたミュオン共同利用実験

ミュオン標的への 100kW 陽子ビーム照射

12/23-26、1/27-30、2/11-17

◎ J-PARC におけるミュオン実験は 20 年度に関し
て WEB での申請が試みられ、８月末日を締め切り

ビーム利用実験（共同利用実験及び調整）
現在加速器 LINAC 先頭の RFQ の不調のため 20

として、一般課題７件、装置課題１件の申請があり、 kW 以下の出力に陽子ビーム強度がおさえられてお
J-PARC MLF ミュオン課題審査部会 (Muon Science

り、頻繁な RFQ コンディショニングが必要である。

Proposal Review Committee)（11 月 12 日 ）、MLF

約１年間 20 kW 運転の継続が予想される。

施設利用委員会（11 月 14 日）で一般 6 件の採択
が決定された。また後日大学共同利用課題としても
採択され支援を受けることとなった。

物構研では所長 1 名、副所長 2 名（つくば、東海）

21 年度前期の実験公募は 1 月 23 日締切りであっ
たが、2 月 2 日までに延期した。14 件の一般課題
2008 年度

4. 機構組織、物構研組織
を置くことになる、構造物性センターを新設する等
の組織改編が行われようとしている。

J-PARC MLF ミュオン課題

2008A0010

Toyota C

J. Sugiyama

Lithium diffusion in lithium - transition metal- oxides

2008A0021

Saitama U

K. Satoh

2008A0035

Teikyo U

M. Doyama

µSR study of organic antiferromagnet
b'- (BEDT-TTF)2IBrCl
Determination of shape and intensity distribution of
muon beam by imaging plates
C o r r e l a t i o n b e t w e e n M a g n e t i s m a n d S u p e rconductivity in Iron-Oxypnictide Superconductors
Muonium as a Shallow Donor Center in SnO2
µSR study of magnetic properties of CaFe2O4-type
NaMn2O4 and LiMn2O4
Muon Beam Commissioning I in the Decay-Surface
Muon Channel

2008A 0061 KEK

R. Kadono

2008A 0062 KEK
2008A 0067 TUS

R. Kadono
K. Tokiwa

2008A0058

Y. Miyake
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のミュオン崩壊電子検出器から構成される。このス
ペクトロメータは、2009 年１月にポート４に設置

理化学研究所

され、5 月からミュオンビームを用いた全体のシス

仁科加速器研究センター
理研 -RAL 支所ミュオン施設 報告

テム調整を行う。データ取得システムは、VME モ
ジュールを基盤として新たに開発された。
(5) 次回の実験課題採択委員会

松崎

禎市郎

次回の理研仁科加速器研究センター 物質・生命

（理化学研究所 仁科加速器研究センター）

科学実験課題採択委員会 (ML-PAC) は 2009 年６月

（1）第２回理研 -RAL 支所国際外部評価委員会

下旬または 9 月上旬に開催予定である。詳細は後
日通知する。

仁科加速器研究センター長が招集する第２回目の
理研 -RAL 支所国際外部評価委員会（International

(6) 2009 年 2 月以降のビームタイム

Advisory Committee: IAC）が 2008 年 11 月 4, 5 日

2008/5：2009 年 2 月 10 日 - 3 月 26 日（44.6 日）

に理研（和光市）で開催された。この IAC では 6

2009/1：2009 年 5 月 19 日 - 6 月 25 日（37.6 日）

名の外部委員が 2010 年以降の理研と STFC (RAL)

2009/2：2009 年 7 月 7 日 - 8 月 13 日（37.6 日）

との国際協力研究協定延長に関する評価を行った。
その後、仁科加速器研究センターの International

(7) 理 研 -RAL 支 所 ミ ュ オ ン 施 設 で は “Annual

Advisory Committee が 2009 年 1 月 15,16,17 日に

Report 2007” と “ ミュオン施設パンフレット（和

理研で開催され、理研 -RAL 支所 IAC 議長が評価報

文、英文）の改訂版 ” を製作した。

告を行った。

これらをご必要な方はご連絡ください。

（2）第４回実験課題採択委員会（ML-PAC）
第４回目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) を 2009 年 1

(8) 理研 -RAL 支所ミュオン施設では、過去 9 年間
(1999-2007) の発表論文集（3 分冊）を製作した。
この資料が必要な方はご連絡ください。

月 13,14 日に開催した。ミュオン課題は、ミュオ
ン物性 18 課題を審査した。

（2009 年 2 月 4 日）
以上

（3）2008 年度ビームタイム実施記録
・2008/3 サイクル（2008 年 9 月 9 日 -10 月 16 日）
：
理研側２課題、イギリス側２課題のレーザー µSR
実験を実施した。ミュオン物性実験は理研側４課題、
イギリス側 2 課題を実施した。
・2008/4 サ イ ク ル（2008 年 11 月 11 日 -12 月
18 日）：
ミュオン物性実験は理研側 9 課題、イギリス側 2
課題を実施した。ミュオン原子核反応１課題、ミュ
オン化学１課題の実験を実施した。
(4) 新しい µSR スペクトロメータ
理研 -RAL 支所ミュオン施設では、新しい µSR ス
ペクトロメータを製作した。これは大口径で広いコ
イル間隙をもつ組み合わせ電磁石コイルと 600 個
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日本原子力研究開発機構

J-PARC ミュオン施設

先端基礎研究センター 報告

ワーキンググループ報告



髭本

亘

三宅

（日本原子力研究開発機構

康博

（J-PARC センター）

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

特集記事の「ミュオン施設のファーストビーム」

超伝導研究グループ µSR サブグループでは f 電子

で紹介しているように 2008 年度は、崩壊・表面

化合物の研究と平行して、J-PARC ミュオン施設に

ミュオンチャネルの設置を終了し、9 月にはミュオ

おいてビームライン機器の整備を進め、2008 年 9

ン DAY1 という一つの節目を無事、迎えることがで

月の DAY1 に最初のビームの取り出しを行った。今

きた。12 月には、D2 実験エリアへの表面ミュオン、

後、利用と整備の両者を進めていく。

40MeV/c の正 DECAY ミュオンの引き出しに加え、
負ミュオンの引き出しにも成功した。12 月 22 日

２．2009 年度に J-PARC ミュオン施設への「プロ

からは、なんとか、共用ビームタイムをスタートさ

ジェクト研究」一件の申請を行った。

せることができた。大変であったが実り多い 1 年
であった。詳細は、特集記事の方をみていただきた

３．平成 21 年度からの博士研究員一名の採用が決

い。

まった。
４．先端基礎研究センターではミュオンおよび陽
電子を中心とした「エキゾチック粒子」を利用し
た科学をテーマとした国際シンポジウム Advanced
Science Research Symposium 2009 (ASR2009)~
Positron, Muon and other exotic particle beams for
material and atomic/molecular sciences ~ を 2009
年 11 月 10-12 日に、茨城県東海村のリコッティに
おいて開催する。議長は陽電子グループの河裾氏お
よび髭本が行う。
５．2009 年度は中期計画の最終年度であり、次期
中期計画に向けた議論が進行中である。
以上
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国内学会、国際会議発表情報
（～ 2009 年 3 月）

22aQC-9

【国内学会】

宮崎正範 A、門野良典 A.B、平石雅俊 A、竹下聡史 B、

「日本物理学会 2008 年秋季大会」

幸田章宏 A,B、山本文子 C、高木英典 C

パイロクロア酸化物 Cd2Ru2O7 の絶縁相における磁
気的基底状態

(2008 年 9 月 20 日 )

総研大 A、高エネ機構物構研 B、理研 C

20aQG-9
µSR による Mo3Sb7 の基底状態の研究

(2008 年 9 月 23 日 )

A

A

田畑吉計、中村裕之、小山岳秀 、小原孝夫 、
渡邊功雄

23aWF-6

B

ゼオライト A 中の Rb クラスターの µSR（II）
A

京大工、兵庫県立大物質理 、理研仁科セ

B

T.C. Duan、中野岳仁、末廣龍一、渡邊功雄 A、
鈴木栄男 A、川股隆行 A、A. AmatoB、F.L. PrattC、

(2008 年 9 月 21 日 )

野末泰夫

21pPSB-25

阪大理、理研 A、PSIB、ISISC

量子スピン系 Tl1-xKxCuCl3 (x = 0.20, 0.44, 0.58) に
おけるミュオンスピン緩和 (µSR) 測定

23aQF-11

A

B

鈴木栄男、渡邊功雄、後藤貴行 、山田文子 、
田中秀数

コバルト酸化物の µSR XXIV: 擬 1 次元系の全状態

B

図
A

理研仁科セ、上智大理工 、東工大理

B

野崎洋、池戸豊、向和彦、杉山純、高見剛、
生田博志 A、D. AndreicaB、A. AmatoB

21aPS-60

豊田中研、名大 A、PSI-LMUB

立方晶Γ 8 基底 SmAg2In の µSR
伊藤孝、髭本亘、大石一城 A、高木滋 B，谷田博司 C， 23aQF-10
鈴木博之 D

コバルト酸化物の µSR XXIII: Bi2-xPbxSr2Co2Oy 単結
A

B

原子力機構先端研、理研仁科セ 、東北大院理工 、 晶
広大院先端 C、物材機構 D

池戸豊、杉山純、野崎洋、藤井武則 A、
岡田悟史 B、寺崎一郎 B、P.L. RussoC、

(2008 年 9 月 22 日 )

E.J. AnsaldoC、J.H. BrewerC.D

22aQC-10

豊田中研、東大 A、早大 B、TRIUMFC、

パイロクロア酸化物 Tl2Ru2O7 における金属絶縁体

Univ. of British ColumbiaD

転移とハルデン鎖形成
平石雅俊 A、門野良典 A,B、宮崎正範 A、竹下聡史 B、
幸田章宏 A,B、山本文子 C、高木英典 C
A

B

総研大 、高エネ機構物構研 、理研

「日本物理学会第 64 回年次大会」
C

( 2009 年 3 月 27 日 )
シンポジウム「超低速ミュオンが拓く表面・界面・

22pQA-12

薄膜の先端ナノサイエンス」 27pRD

ミュオンスピン回転法で決めた (Ca,Na)V2O4 の磁気

1 はじめに：超低速ミュオン研究

状態図

西田信彦 東工大
A

B

杉山純、池戸豊、桜井裕也 、後神達郎 、

2 J-PARC で実現される高輝度、大強度超低速ミュ

P.L. RussoB、E.J. AnsaldoB、J.H. BrewerB,C

オン源

豊田中研、物材機構 A、TRIUMFB、

三宅康博 高エ機構、J-PARC センター

Univ. of British ColumbiaC

3 表面及びサブサーフェスにおける水素電子状態及
びそのダイナミクス
福谷克之 東大
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27pTB-6

4 低速ミュオン / ミュオニウム散乱

永嶺謙忠 カルフォルニア大リバーサイド校、理研、 パルス µSR 測定から見たスピンダイナミクス
KEK

渡邊功雄

5 高分子・ソフトマター薄膜研究における低速ミュ

理研仁科セ

オンへの期待
金谷利治 京大化研

27pSJ-2

6 超低速ミュオンで見る電池

J-PARC ミュオン施設のミュオン実験装置と制御系

杉山純 豊田中研

髭本亘、下村浩一郎 A、小林庸男 A、幸田章宏 A,C、

7 超低速マイクロビームによる µSR 実験の展開

Patrick StrasserA、河村成肇 A、藤森寛 A、牧村俊助 A、

髭本亘 原子力機構先端研

中原一隆 A、竹下聡史 A、平石雅俊 C、宮崎正範 C、

8 分子性導体における強相関π電子の多様な可能性

門野良典 A,C、西山樟生 A、三宅康博 A、伊藤孝、

加藤礼三 理研

甲斐哲也、酒井健二、久保謙哉 B

9 スピントロニクスの課題と超低速ミュオンへの期

原子力機構、高エネ機構 A、国際基督教大学 B、

待

総研大 C

吉野淳二 東工大理工
27pSJ-3
27pVL-9

J-PARC ミュオン施設における超伝導ミュオンチャ

頂 点 塩 素 を 有 す る 銅 酸 化 物 超 伝 導 体

ネルの建設－陽子 1 次ビームライン機器を中心と

Ca2-xNaxCuO2Cl2 における磁場誘起磁性 II

して－

A

大石一城、山田幾也 、幸田章宏

B,C

、門野良典

A,B
A,B
A,B
、 幸田章宏 、河村成肇 、牧村俊助 、

B,C

S.R. SahaD、髭本亘 E、小嶋健児 F、東正樹 G、

Patrick StrasserA,B、藤森寛 A,B、下村浩一郎 A,B、

高野幹夫 H

加藤岑生 A,B、竹下聡史 A,B、中原一隆 A,B、

理研仁科セ、愛媛大院理工 A、KEK 物構研 B、

西山樟生 A,B、三宅康博 A,B、明午伸一郎 B、佐藤伸彦 A、

A
A
A
総研大 C、メリーランド大 D、原子力機構先端研 E、 舟橋義聖 、上野健治 、永嶺謙忠

東大理 F、京大化研 G、京大 iCeMSH

高エネ機構 A、J-PARC センター B

27pVL-7

27pSJ-4

ミュオンナイトシフトからみたアンダードープ

J-PARC ミュオン施設における超伝導ミュオンチャ

(Bi,Pb)2201 の擬ギャップ状態

ネルの建設－超伝導ソレノイドを中心として－

A

A

B

宮崎正範 、平石雅俊 、竹下聡史 、幸田章宏
門野良典

A,B

C

C

、 下村浩一郎、幸田章宏、Partick Strasser、河村成肇，

A,B

C

、福永泰 、田邉洋一 、足立匡 、

藤森寛，牧村俊助、髭本亘 A、石田勝彦 B、永嶺謙忠、
西山樟生、三宅康博

小池洋二 C
A

B

総研大 、高エネ機構物構研 、東北大工

高エネ機構、原子力機構先端研 A、理研 B

C

27aTG-8

27pSJ-6

量子スピン系 Tl1-xKxCuCl3 (x = 0.51、0.60) におけ

J-PARC Decay Muon Channel Construction Status

るミュオンスピン緩和 (µSR) とソフトモード

Patrick Strasser、下村浩一郎、幸田章宏、河村成肇，

A

鈴木栄男、川股隆行、渡邊功雄、後藤貴行 、
B

山田文子 、田中秀数

B

理研仁科セ、上智大理工 A、東工大理 B

藤森寛，牧村俊助、中原一隆、竹下聡史、平石雅俊、
宮崎正範、髭本亘 A、伊藤孝 A、石田勝彦 B、
久保謙哉 C, 門野良典、西山樟生、三宅康博
高エネ機構、原子力機構先端研 A、理研 B、
国際基督教大学 C
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27pVL-8

28aPS-121

µSR から見た La2-xSrxCu1-yNiyO4 における Ni のスト

二次元三角格子反強磁性体 InMnO3 の磁気秩序

ライプピンニング効果とホール捕獲効果

菊地彦光、渡邊功雄 A、鈴木栄男 A、川股隆行 A、

田邉洋一、足立匡、鈴木謙介、リスディアナ A、

A. AmatoB

川股隆行 A、鈴木栄男 A、渡邊功雄 A、小池洋二

福井大工、理研仁科セ A、PSIB

東北大工、理研仁科セ A
28aYF-7
β '-(BEDT-TTF)2ICl2 の圧力下 µSR Ⅱ
佐藤功一、谷口弘三、佐藤一彦、伊藤孝 A、髭本亘 A、

（2009 年 3 月 28 日）
28aYG-1

後神達郎 B,C

µSR で見たソーダライト中のアルカリ金属クラスタ

埼玉大院理工、原子力機構先端研 A、コロンビア大 B、

ーの反強磁性秩序

TRIUMFC

中野岳仁、末廣龍一、花澤宏文、渡邊功雄 A、
鈴木栄男 A、川股隆行 A、A. AmatoB、F.L. PrattC、
（2009 年 3 月 29 日）

野末泰夫
A

B

29pVL-8

C

阪大理、理研 、PSI 、ISIS

µSR で見た導電性パイロクロア Ca2Ru2O7 の磁気基
28aTG-6

底状態

µSR 法によるホウ素系錯体水素化物中のプロトンの

門野良典、宮崎正範 A、門野良典 A,B、平石雅俊 A、

解析

竹下聡史 B、幸田章宏 A,B、山本文子 C、高木英典 C

池戸豊、杉山 純、則竹達夫、砥綿真一、

総研大 A、高エネ機構物構研 B、理研 C

E.J. AnsaldoA、J.H. BrewerB
豊田中研、TRIUMFA、Univ. of British ColumbiaB

29pRB-9
タングステンブロンズ HxWO3 中のミュオンの挙動

28aTL-8

三原基嗣、下村浩一郎 A、渡邊功雄 B、石井康之 B、

Co 酸化物の µSR XXV: RECoO3 のナイトシフト

鈴木栄男 B、川股隆行 B、小紫順治、西村太樹、

杉山純、池戸豊、野崎洋、向和彦、高見剛、

中野岳仁、高井茂臣 C、門野良典 A、西山樟生 A

生田博志、E.J. AnsaldoA、J.H. BrewerB

阪大院理、高エ研 A、理研 B、鳥取大工 C

豊田中研、TRIUMFA、Univ. of British ColumbiaB
29pXE-5
28aTG-6

ミュオン源 - ミュオンビームの生成と展開

ミュオンスピン回転・緩和法によるホウ素系錯体水

河村成肇

素化物中のプロトンの解析

J-PARC センター

池戸豊、杉山 純、則竹達夫、砥綿真一、
29pTA-8

E.J. AnsaldoA、J.H. BrewerA,B
A

B

豊田中研、TRIUMF 、Univ. of British Columbia

µSR で観た CeOs4Sb12 の低温秩序相の磁性
伊藤孝、髭本亘、大石一城 A、佐藤一彦 B、青木勇二 C、

28aPS-129

戸田静香 C、菊地大輔 C、佐藤英行 C

新 幾 何 学 的 フ ラ ス ト レ ー シ ョ ン 物 質

原子力機構先端研、理研仁科セ A、埼玉大院理工 B、

(Co1-xFex)2(OH)3Cl における磁気秩序とスピングラス

首都大院理工 C

の共存
藤原理賀、萩原雅人、鄭旭光、河江達也 A
佐賀大理工、九大工 A
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（2009 年 3 月 30 日）

「科研費特定領域研究「フラストレーションが創る

30aTC-7

新しい物性」平成 20 年度領域成果報告会」

µSR で 見 た Ca(Fe,Co)AsF 及 び (Ba,K)Fe2As2 に お け

2009 年 1 月 8 日

る超伝導と磁性

PS14

竹下聡史 A、平石雅俊 B、宮崎正範$B、幸田章宏 A,B、 パイロクロア酸化物 Tl2Ru2O7 における金属絶縁体
門野良典 A,B、岡部博孝 C、秋光純 C、松石聡 D、
E

神原陽一 、細野秀雄

転移とハルデン鎖形成

D,E,F

平石雅俊 A、門野良典 A,B、宮崎正範 A、竹下聡史 B、

高エ機構物構研 A、総研大 B、青学大理工 C、

幸田章宏 A,B、山本文子 C、高木英典 C

東工大フロンティア D、科技機構 ERATO-SORSTE、 総研大 A、高エネ機構物構研 B、理研 C
東工大応セラ研 F
「ポリマーフロンティア 21」
30pTD-4

2008 年 11 月 7 日

µSR から見た層状窒化物 LixZrNCl の超伝導特性の x

自動車に用いられる高分子材料の解析における量子

依存性

ビーム利用

平石雅俊、門野良典
幸田章宏

A,B

A

B

、宮崎正範 、竹下聡史 、 原田雅史、杉山 純

A,B

、田口康二郎 C、笠原裕一 D、高野琢 D、 豊田中研

岸梅工 D、岩佐義宏 D
総研大 A、高エネ機構物構研 B、理研 C、東北大金研 D

「第 58 回東レ科学講演会」
2008 年 9 月 19 日

30aTG-8

素粒子を応用したラジオグラフィー

四面体構造 Ni2(OH)3Cl の特異磁気秩序とスピン揺

永嶺謙忠

らぎ

カルフォルニア大リバーサイド校、東京大学

鄭旭光、藤原理賀、萩原雅人、山下健、西山樟生 A、
竹下聡史 A、河江達也 B

「平成 20 年度 KEK 公開講座「加速器科学の新展開」

佐賀大理工、高エ研 A、九大院工 B

2008 年 10 月 18 日
素粒子で実現する革新的レントゲン写真

「日本化学会第 89 春季年会」

永嶺謙忠

2009 年 3 月 27 日

KEK

1E7-31
大きな保磁力を示すコバルト - ラジカル一次元化合 「琉球大・KEK 公開授業「J-PARC への招待」」
物の µSR

2008 年 12 月 16 日
A

A

A

岡村祥有 、石田尚行 、野上隆 、渡邊功雄
A

電通大量子物質 、理研

B

ミュオン科学への招待

B

永嶺謙忠
KEK、東京大学

「科研費特定領域研究「異常量子物質の創製

－新

しい物理を生む新物質－」2008 年度成果報告会」

「第 52 回放射化学討論会」

2009 年 1 月 5 日

2008 年 9 月 25 日

PSA-02

1P24

µSR 測定から見た層状窒化物 LixZrNCl の超伝導特

ミュオン転移過程により形成されたミュオン原子の

性の x 依存性

測定

A

平石雅俊 、門野良典

A,B

A

B

、宮崎正範 、竹下聡史 、 中垣麗子 A、二宮和彦 A、久保謙哉 B、石田勝彦 C、

幸田章宏 A,B、田口康二郎 C、高野琢 D、岩佐義宏 D

松崎禎市郎 C、松村宏 D、三浦太一 D、篠原厚 A

総研大 A、高エネ機構物構研 B、理研 C、東北大金研 D

阪大院理 A、国際基督教大学 B、理研 C、高エネ研 D
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「平成 20 年度 KUR 専門研究会「短寿命核および放 【国際会議】
射線を用いた物性研究Ⅰ」」
「11th International Conference on Muon Spin

2008 年 11 月 21 日

Rotation, Relaxation and Resonance (µSR2008)」

タングステンブロンズ中のミュオンの挙動
A

B

B

三原基嗣、下村浩一郎 、渡邊功雄 、石井康之 、 2008 年 7 月 21 日～ 25 日
鈴木栄男 B、川股隆行 B、小紫順治、西村太樹、
中野岳仁、高井茂臣 C、門野良典 B、西山樟生 B
A

B

阪大院理、高エ研 、理研 、鳥取大工

C

Fast Muon Spin Relaxation in Ferromagnetism of
Potassium Clusters in Zeolite A
T. Nakano、J. Matsumoto, T.C. Duan, I. WatanabeA,

「平成 20 年度大阪大学グローバル COE 若手秋の学

T. SuzukiA, T. KawamataA, A. AmatoB, F.L. PrattC,

校「多元環境下の量子物質相の研究」」

Y. Nozue

2008 年 11 月 15 日

Osaka University, RIKENA, PSIB, ISISC

酸化物高温超伝導体における電子的不均一性とスト
ライプ相関

µSR Study on Ferromagnetic Properties of Rb

足立匡

Clusters Incorporated into Zeolite A

東北大工

T.C. Duan、T. Nakano, J. Matsumoto, I. WatanabeA,
T. SuzukiA, T. KawamataA, A. AmatoB, F.L. PrattC ,
Y. Nozue
Osaka University, RIKENA, PSIB, ISISC
Field-Induced magnetism in Cuprate
Superconductor Ca2-xNaxCuO2Cl2
K. OhishiA、I. YamadaB, A. KodaA, S.R. SahaA,
W. HigemotoC, R. KadonoA, K.M. KojimaD,
M. AzumaB, M. TakanoB
KEK-IMSSA, Kyoto U.B, JAEA-ASRCC, U. of TokyoD
Structural transition in Mo3Sb7 probed by muon
spin relaxation
中村裕之、田畑吉計、小山岳秀 A、小原孝夫 A、
渡邊功雄 B
京大工、兵庫県立大物質理 A、理研仁科セ B
Spin-glass state in the mixed system
(Co1-xFex)2(OH)3Cl on deformed pyrochlore lattice
M. Fujihala、M. Hagihala, X.G. Zheng, T. KawaeA
Saga University, Kyushu UniversityA
Exotic antiferromagnetic transition in deformed
pyrochlore lattice Ni2(OH)3Cl of atacamite-structure
X.G. Zheng、M. Hagihala, K. NishiyamaA, T. KawaeB
Saga University, KEK-MSLA, Kyushu UniversityB
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Drastic anion substitution effect in deformed

Muon spin relaxation in hydrogen tungsten bronze

pyrochlore lattice Co2(OH)3Cl1-xBrx

M. Mihara1、K. Shimomura2, I. Watanabe3,

M. Hagihala、X.G. Zheng, T. KawaeA

Y. Ishii3, T. Suzuki3, D. Nishimura1, J. Komurasaki1,

Saga University, Kyushu UniversityA

K. Nishiyama2, R. Kadono2, S. Takai4, T. Nakano1
Osaka University1, KEK-MSL2, RIKEN3,

Magnetic transitions in botallachite-structure

Tottori University4

Cu2(OH)3Br and Cu2(OH)3I
X.G. Zheng、T. Yamashita, M. Hagihala, M. Fujihala,
A

T. Kawae

Construction of a new multi-channel µSR
spectrometer at RIKEN-RAL

A

D. Tomono1、Y. Hirayama1,2, K. Ishida1,

Saga University, Kyushu University

M. Iwasaki1,2, T. Kawamata1, T. Matsuzaki1,
Spin Dynamics of Novel Charge Transfer Phase

I. Watanabe1

Transit ion in Iron Mixed-Valence Complex,

R I K E N N i s h i n a c e n t e r 1 , To k y o I n s t i t u t e o f

(n-CnH2n+1)4N[FeIIFeIII(dto)3] (dto = C2O2S2, n = 3, 5)

Technology2

by µSR
M. Enomoto1、N. Kida1, I. Watanabe2, T. Suzuki2,

Changes of spin dynamics in multiferroic

1

N. Kojima

Tb1-xCaxMnO3

1

2

A.A. Nugroho1、Risdiana2, N. Mufti3, T.T.M. Palstra3,

U. Tokyo , RIKEN Nishina Center

I. Watanabe4, M.O. Tjia1
Effect of Pressure on Conductive Anion-Radical

I n s t i t u t T e k n o l o g i B a n d u n g 1, U n i v e r s i t a s

Salt, (DMe-DCNQI)2Cu

Padjadjaran 2 , Zernike Institute of Advanced

Y. Ishii1、I. Watanabe1, T. Suzuki1, T. Kawamata1,

Materials3, RIKEN4

T. Matsuzaki1, R. Kato2
RIKEN Nishina Center 1 , Condensed Molecular
2

Materials Laboratory, RIKEN

µSR study of unconventional organic
superconductor k-(BEDT-TTF)4Hg2.89Br8
佐藤一彦、藤田日出海、片山和弘、谷口弘三、

Unconventional phase diagram of (Bi,Pb)2201

伊藤孝 A、大石一城 A、髭本亘 A

cuprates

埼玉大院理工、原子力機構先端研 A

M. Miyazaki1、R. Kadono1,2, M. Hiraishi1,
K.H. Satoh1, S. Takeshita2, Y. Fukunaga3, T. Adachi3,
3

Y. Koike

µSR study of organic antiferromagnet
b'-(BEDT-TTF)ICl2 under high pressure

1

2

3

Sokendai , KEK-IMSS , Tohoku Univ.

佐藤一彦、佐藤功一、吉田哲茂、谷口弘三、
後神達郎 A,B、伊藤孝 C、大石一城 C、髭本亘 C

µSR-detected softmode toward a possible

埼玉大院理工、コロンビア大学 A、TRIUMFB、

phase transition in disordered spin gap system

原子力機構先端研 C

(CH3)2CHNH3-Cu(ClxBr1-x)3
A. Oosawa1、T. Suzuki2, I. Watanabe2, T. Goto1,

Ni-substitution effects on Cu-spin correlation in

3

H. Manaka

La 2-xSr xCu 1-yNi yO 4 relating to hole trapping and
1

2

3

Sophia University , RIKEN , Kagoshima University

stripe pinning
Y. Tanabe1、T. Adachi1, Risdiana1, T. Kawamata2,
T. Suzuki2, I. Watanabe2, Y. Koike1
Tohoku University1, RIKEN Nishina Center2

60

「めそん」No.29, 2009 年

春

会議発表情報

Anomalous Quasiparticle Excitation in Li-

Static magnetic order and anisotropy of the layered

Intercalated Layered Superconductor LixZrNCl

cobalt dioxides Bi1.6Pb0.4Sr2Co2Oy and Bi2Sr2Co2Oy

A

平石雅俊 、門野良典

A,B

A

B

J. Sugiyama、Y. Ikedo, H. Nozaki, P.L. RussoA,

, 宮崎正範 , 竹下聡史 ,

佐藤宏樹 A, 田口康二郎 C, 高野琢 D, 岩佐義宏 D

J.H. BrewerA,B, E.J. AnsaldoA, G.D. MorrisA,

総研大 A, 高エネ機構物構研 B, 理研 C, 東北大金研 D

K.H. ChowC, D. AndreicaD, A. AmatoD, T. FujiiE,
S. OkadaF, I. TerasakiF,

Complex magnetic phases in Ca1-xNaxV2O4 with 0 ≦

豊 田 中 研 , TRIUMFA, Univ. of British ColumbiaB,

x≦1

Univ. of AlbertaC, PSID, 東大 E, 早大 F

J. Sugiyama、K.Y. Ikedo, P.L. RussoA, T. GokoA,
E.J. AnsaldoA, J.H. BrewerA,B, K.H. ChowC,

Annihilation of antiferromagnetic order in LiCoO2

D

H. Sakurai ,

by excess Li
A

B

豊 田 中 研 , TRIUMF , Univ. of British Columbia ,
C

Univ. of Alberta , 物材機構

D

J. Sugiyama、Y. Ikedo, H. Nozaki, K. Mukai,
D. AndreicaA, A. AmatoA, M. MenetrierB, D. CarlierB,
C. DelmasB,

Static magnetic order in metallic triangular

豊田中研 , PSIA, ICMCB-CNRSB

antiferromagnet Ag2MnO2
J. Sugiyama、H. Nozaki, K.Y. Ikedo, K. Mukai, D.
A

A

B

B

Andreica , A. Amato , H. Yoshida , Z. Hiroi
A

豊田中研 , PSI , 東大

Paramagnetic nature of the layered cobalt dioxide
with a double rocksalt-type block

B

Y. Ikedo、J. Sugiyama, H. Nozaki, P.L. RussoA,
D. AndreicaB, A. AmatoB, M. ShizuyaC, M. IsobeC,

Complex magnetic order in quasi-one-dimensional

E. Takayama-MuromachiC,

compound Ca3CoIrO6

豊田中研 , TRIUMFA, PSIB, 物材機構 C

J. Sugiyama 、H. Nozaki, K.Y. Ikedo, G.D. MorrisA,
P.L. RussoA, J.H. BrewerA,B, E.J. AnsaldoA, S. HebertC,
C

A. Maignan

High pressure µSR Study on cobalt oxide spinel
Y. Ikedo、J. Sugiyama, H. Nozaki, K. Mukai,

A

B

豊 田 中 研 , TRIUMF , Univ. of British Columbia ,

H. Itahara, P.L. RussoA, D. AndreicaB, A. AmatoB

CRISMATC

豊田中研 , TRIUMFA, PSIB

Static magnetic order on the triangular

µSR study on delafossite CuCr1-xMgxO2

antiferromagnet LixNiO2 with x ≦ 1

Y. Ikedo、J. Sugiyama, H. Nozaki, K. Mukai,

J. Sugiyama、K. Mukai, Y. Ikedo, H. Nozaki,

P.L. RussoA, D. AndreicaB, A. AmatoB

P.L. RussoA, D. AndreicaB, A. AmatoB, K. AriyoshiC,

豊田中研 , TRIUMFA, PSIB

T. OhzukuC,
豊田中研 , TRIUMFA, PSIB, 大阪市大 C

Mounium state in superprotpnic conductors
Y. Ikedo、J. Sugiyama, H. Nozaki, K. NishiyamaA,

Magnetic phase diagram of Li[MgxMn2-x]O4 spinel

Y. MatsuoB, J.H. LordC

J. Sugiyama、K. Mukai, Y. Ikedo, P.L. RussoA,

豊田中研 , KEKA, 摂南大 B, ISISC

A,B

A

C

J.H. Brewer , E.J. Ansaldo , K.H. Chow ,
K. AriyoshiD, T. OhzukuD,

Bond-randomness effect on the quantum spin system

A

B

豊 田 中 研 , TRIUMF , Univ. of British Columbia ,
C

Univ. of Alberta , 大阪市大

D

Tl1-xKxCuCl3 probed by muon-spin-relaxation method
T. Suzuki1、F. Yamada2, I. Watanabe1, T. Goto3,
A. Oosawa3, H. Tanaka2
R I K E N N i s h i n a C e n t e r 1 , To k y o I n s t i t u t e o f
Technology2, Sophia University3
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Precise µSR Measurementsin Zero- and

Observation of Quantized Muon Spin Precession

Longitudinal-Fields on La2-xSrxCuO4 and YBa2Cu3O6+d

Frequencies in Paramagnetic PrPb3

1

2

2

2

I. Watanabe 、T. Adachi , S. Yairi , M. Akoshima ,

T.U. ItoA,B、W. HigemotoA, K. OhishiA, N. NishidaB,

Y. Koike2, K. Nagamine4,5

R.H. HeffnerA,C, Y. AokiD, T. OnimaruE, H.S. SuzukiF,

RIKEN Nishina Center1, Tohoku University2, RIKEN3,

A. AmatoG

KEK4, U. California, Riverside (UCR)5

JAEA-ASRC A, Tokyo TechB, LANLC, Tokyo Metro.
Univ.D, Hiroshima Univ.E, NIMSF, PSIG

µSR Investigations of the Spin Dynamics of Central
Metal Ions of Proteins

Possible Low-energy Excitations of Multipoles in

1

2

1

1

I. Watanabe 、A. Kikuchi , T. Kawamata , T. Suzuki ,
3

3

Filled Skutterudite Compound SmRu4P12

A. Stoykov , R. Scheuermann

T.U. ItoA,B、W. HigemotoA, K. OhishiA, N. NishidaB,

RIKEN Nishina Center1, RIKEN SPring-8 Center2,

R.H. HeffnerA,C, K. SatohD, H. SugawaraE, Y. AokiF, D.

PSI-LMU3

KikuchiF, H. SatoF
JAEA-ASRCA, Tokyo TechB, LANLC, Saitama Univ.D,

Developments of Gas-Pressurized High-Pressure

Univ. of TokushimaE, Tokyo Metro. Univ.F

µSR Setup at The RIKEN-RAL Muon Facility
I. Watanabe1、Y. Ishii1, T. Kawamata1, T. Suzuki1,
F.L. Pratt2, R. Done3, C. Mohammad3, C. Goodway3, 「韓国物理学会」
J. Dreyer3, C. Smith3, M. Southern3

Multiple Conditioned µSR Techniques Using Pulsed

1

2

RIKEN Nishina Center , ISIS Muon group , ISIS
3

High-Pressure group

Muons at the RIKEN-RAL Muon Facility
I. Watanabe
RIKEN Nishina Center

Magnetism and Superconductivity in Heavy
Fermion Superconductor CeCo(In1-xCdx)5
K. OhishiA、R.H. HeffnerA,B, J. SpehlingC,
D

「The 2nd International Symposium on Anomalous

A,E

A

Quantum Materials (ISAQM2008)」

F

2008 年 11 月 8 日

G.J. MacDougall , T.U. Ito , W. Higemoto ,
F

F,G

A. Amato , D. Andreica , G. Nieuwenhuys ,
C

D

B

H.H. Klauss , G.M. Luke , J.D. Thompson ,
H

PSB-58

H

A.D. Bianchi , Z. Fisk
A

Unconventional phase diagram of

B

C

D

JAEA-ASRC , LANL , TU Dresden , McMaster U. ,
E

F

G

H

Bi1.74Pb0.38Sr1.88CuO6+d
M. Miyazaki1, R. Kadono1,2, M. Hiraishi1, K.H. Satoh1,

Tokyo Tech. , PSI , Babes-Bolyai U. , UC Irvine

S. Takeshita2, Y. Fukunaga3, T. Adachi3, Y. Koike3
Anomalous magnetic state in UPt 3 at very low

Sokendai1, KEK-IMSS2, Tohoku Univ. 3

temperature
W. Higemoto1, K. Satoh2, T.U. Ito1,3, N. Nishida3,
1

1

1

2008 年 11 月 9 日
1

K. Ohishi 、R.H. Heffner , Y. Haga , E. Yamamoto ,
4

1,5

6

6

N. Kimura , Y. Onuki , A. Koda , R. Kadono
1

2

Anomalous quasiparticle excitation in Li3

JAEA-ASRC , Saitama Univ. , Tokyo Inst. Tech. ,
4

5

6

Tohoku Univ. , Osaka Univ. , KEK

PSB-29
intercalated layered superconductor LixZrNCl
平石雅俊 A、門野良典 A,B、宮崎正範 A、竹下聡史 B、
佐藤宏樹 A、田口康二郎 C、高野琢 D、岩佐義宏 D
総研大 A、高エネ機構物構研 B、理研 C、東北大金研 D
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「14th International Meeting on Lithium Batteries

2008 年 10 月 21 日

(IMLB2008)」

Muons for Materials, Life and Industrial Scieences

June 22-28, 2008

K. Nagamine

Micro- and macroscopic magnetism in LixNiO2

KEK, U. Tokyo, RIKEN, U. California Riverside

K. Mukai、J. Sugiyama, Y. Ikedo, H. Nozaki,
D. AndreicaA, A. AmatoA, K. AriyoshiB, T. OhzukuB
豊田中研 , PSI-LMUA, 大阪市大 B

「International Conference on Exotic Atoms
(EXA2008)」
2008 年 9 月 16 日
Muon Science Facility in J-PARC
N. Kawamura、S. Makimura, K. Shimomura,
P. Strasser, A. Koda, H. Fujimori, K. Nakahara,
M. Kato, S. Takeshita, R. Kadono, W. Higemoto,
K. Nishiyama, K. Nagamine, Y. Miyake
J-PARC Center

「Asia Science Seminar on Frontier Science at HighIntensity Proton Accelerator」
2008 年 10 月 20 日
Interplay Between Magnetic Order and
Superconductivity in Cuprates
Y. Koike
Tohoku Univ.
Exotic Supercoductivity Probed by µSR
W.Higemoto
JAEA-ASRC
Hydrogen Bonding in Hydrogen Storage Material:
Implication for H Kinetics from Muon Study
R.Kadono
KEK
Ni-substitution effect on Cu-spin correlation in
La 2-x Sr x Cu 1-y Ni y O 4 studied by the muon-spinrelaxation measurements
Y. Tanabe1、T. Adachi1, K. Suzuki1, Risdiana2,
T. Kawamata2, T. Suzuki2, I. Watanabe2, Y. Koike1
Tohoku University1, RIKEN Nishina Center2
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会議予定等

国内、国際会議カレンダー
（2009 年 3 月〜）

日時
【2009 年】 3/27-30
		
		
5/12-15
		
7/20-24
		
		
7/20-25
		
		
7/26-31
		
		
		
8/2-5
		
		
9/7-12
		
		
		
9/12-17
		
9/10-13
9/13-17
9/25-28
11/9-12
		
11/10-14
		
【2010 年】 3/20-23

会議の名称・開催場所・URL
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）
http://www.icwip2008.org/
Joint European Japanese Conference : Frustration in Condensed Matter
http://frustration-euro-japan-2009.neel.cnrs.fr/
25th International Conference on Defects in Semiconductors (ICDS-25),
St. Peterburg, Russia
http://www.ioffe.ru/ICDS-25
11th International Workshop on Neutrino Factories, Superbeams and
Beta Beams (NuFact09), Illinois Institute of Technology, Chicago, USA
http://nufact09.iit.edu
International Conference on Magnetism (ICM 09),
International Conference on Strongly Correlated Electron Systems (SCES09),
Karlsruhe, Germany
http://www.icm2009.de
International Conference on Polarized Neutrons and Synchrotron X-rays
for Magnetism (PNSXM2009), Gustav-Stresemann-Institute, Bonn, Germany
http://www.fz-juelich.de/iff/pnsxm2009
9th International Conference on Materials and Mechanisms of 		
Superconductivity and High Temperature Superconductors (M2S-IX),
Tokyo, Japan
http://www.m2s-tokyo.org
8th International Symposium on Crystalline Organic Metals, 			
Superconductors, and Ferromagnets (ISCOM2009), Niseko, Japan
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
Advanced Science Research Symposium 2009 “Exotic Beams as Probes of
Materials and Atomic Science”, Tokai, Japan
53rd Conference on Magnetism and Magnetic Materials, Austin,
Texas, USA
日本物理学会第 65 回年次大会 岡山大学

ミュオン施設プロポーザル募集予定
理研 -RAL ミュオン施設 年 2 回募集
プロポーザル締め切り：8 月頃を予定、課題審査会：9 月開催予定。
http://riken.nd.rl.ac.uk/
J-PARC 物質・生命科学施設 年２回募集。
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：2009 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
・2009 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、2009 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

・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
日本物理学会第 64 回年次大会期間中に、立教学院池袋キャンパス（立教大学、立教池袋中学・
高校）TF 会場にて、総会を開催します。J-PARC、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（立教学院 池袋キャンパス）
3 月 28 日（土） 18:00 〜 20:00
予定議題

TF 会場

・委員会報告
・研究施設報告（KEK、JAEA、J-PARC MUSE、RIKEN-RAL）
・事務局報告
・その他
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・会員登録変更届提出のお願い
本会に入会御希望の方、所属、電話番号等の連絡先に変更のある方、あるいは卒業等で登録を
抹消される方（この場合は指導教官等代理人も可）は、以下の会員登録変更届を連絡会事務局ま
で御送付ください。
宛先：〒 351-0198 埼玉県和光市広沢 2-1
理化学研究所

仁科センター

岩崎先端中間子研究室

日本中間子科学会事務局
FAX

048-462-4648 （TEL 048-467-9353）

日本中間子科学会

会員登録変更届

新規・変更・抹消 （いずれかを○で囲んでください）

ふりがな

会員名：

官職・役職・学年：

所属：

連絡先住所：〒

TEL：

FAX：

e-mail：

専門分野：

生年月日：

所属学会等：
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2008 年度
日本中間子科学会 会計報告
（2009 年 3 月 3 日）
2008 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。134 名の会員の
うち、85 名（うち学生 2 名）の方々に会費を納入
していただきました。
会計委員

石田勝彦

1) 収入の部
会費納入総額
銀行利息

273,000 円

	

46 円

寄付（中間子科学連絡会有志）	

117,172 円

前年度繰越金

	

518,579 円

計



908,797 円

2) 支出の部
めそん印刷代（2008 年春号分）
運営委員会開催費（交通費他） 
運営委員選挙（返信切手代） 



115,500 円
24,520 円
5,440 円

次年度繰越金



763,337 円

計



908,797 円

以上
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編集部からのお知らせ

「めそん」への投稿
「めそん」は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＞
・昨年 12 月、J-PARC センターの中性子利用セクションに移りました。前号・今号で 特集された J-PARC
MUSE を間近（隣り？）で見ることができ、施設が稼働する時期に、遅ればせながら加わることができて、
とても幸せです！ (SK)
・ソレノイドの設置作業、たしか午前 2 時か 3 時くらいだったと思う、さてこれからつくばまで帰ろうか
と下村さんと MLF の玄関まで出てきて、外がうっすらと雪化粧であることに気づき愕然としたのは、そ
うこんな季節だった。遠い昔のことであるような、ほんの先日のことであるような。 (AK)
・前号で、会議発表情報を掲載し忘れたので、今号は一年分の発表情報です。µSR2008 が開催されたり、
物理学会でシンポジウムが組まれたこともあって、リスト作業が大変でした (>_<)。これからは、忘れず
に掲載しないと。皆様、ご協力ありがとうございました！ (TA)
・今年は梅の花が咲くのが早かったですね。キャンパスの中の梅ももうほとんど終わりました。さて
J-PARC MLF もついに稼働し、関係者にとっては「梅は咲いたか、桜はまだか」の気分でしょうか。でも、
こんなときこそ、５年１０年先の大きな果実に向けて足元をしっかりと固めたいものです。 (YM)
・早いもので DAY1 から半年近くが経過し、ようやくデータも出始めました。敷地内で実験ができるとい
うことは大変ありがたいことです。（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」 2009 年春号（通巻 29 号）
＜編集長＞

日本原子力研究開発機構先端基礎研究センター
		

＜副編集長＞
＜編集委員＞

＜発行＞

足立

匡

adachi@teion.apph.tohoku.ac.jp

日本原子力研究開発機構 J-PARC センター
		

幸田章宏
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高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所

		

亘
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東京大学大学院総合文化研究科相関基礎科学系

		

髭本

河村聖子

seiko.kawamura@j-parc.jp

日本中間子科学会
事務局
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