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編集部より

編集部より
今号より『めそん』編集部がリニューアルしまし

待しております。

た。担当として理研の渡邊功雄、編集委員として理
研の大石一城とリスディアナ、大阪大学の中野岳仁 【若手紹介：Professional へのスピリッツ】
の４人で今後２年間の『めそん』の編集に当たりた

今号より新しく登場するコンテンツです。中間子

いと思います。巻末にメンバーの紹介記事を載せま

科学会運営委員会でも若手研究者のアピールの場を

した。是非ご覧ください。

設けたいという要望があり、若手研究者の方々を紙

我々は、これまでの『めそん』を継承しつつ、自

面上で紹介することによって、将来へのチャンスを

分たちできる何か新しいこと、興味あることを盛り

広げることに一役買うという主旨のもとに立ち上げ

込んでいき、中間子科学会メンバーのみならず、科

ました。どのような方々に登場していただくかとい

学会外部の方々にも興味をもって読んでもらえるよ

うことが大変な問題として残っておりますし、紙『め

うな構成を造っていきたいと考えております。いか

そん』紙面上でどこまで本主旨が達成できるかどう

んせん、編集に関しては素人の寄せ集めですので、 か不明なところもありますが、まずもって何か行動
不慣れなところもあるかとは思いますが、よりよい

することが必要です。この『めそん』でアピールし

『めそん』にするためにも皆さんのご意見を宜しく

ていただきたい若手研究者の方々がおりましたら、
自薦他薦を問いませんので、編集委員へご一報くだ

お願いいたします。
日本中間子科学会運営委員会からのご意見もあ

さい。

り、今号より少々内容を変更してみました。以下に

今号に関しまして、つまり最初の登場人物はいろ

今号からのコンテンツに関する概略、コンセプトを

いろと議論がありましたが、理研の大石一城さんの

御説明いたします。

紹介といたします。大石さんは『めそん』の今号か
らの編集委員でもあります。過去にご自分の研究成
果をもって、日本物理学会誌の Editor’s Choice を

【特集】に関して
これまで『めそん』では、中間子科学会ならでは

受賞いたしました。超伝導を中心とした凝縮系科学

の特集を幾度も組んできました。我々も今後同様な

を専門にされており、学生の時分よりミュオンを用

特集を組んでいきたいと思います。時にはこの特集

いた研究が専門です。今後の活躍が期待されます。

のために皆様に原稿執筆をお願い申し上げあること
あると思いますが、何卒ご協力をお願いいたします。 【研究室訪問：我らが研究室へようこそ】
今号からの特集のコンセプトは、『中間子科学会の

これも新たに登場させるコンテンツです。編集委

外部の方々にも興味もって読んでもらえる』という

員の内部案から立ち上げました。これまで、中間子

ことです。ですので、中間子科学会内部の記事に限

科学連絡会に入会しつつも、他のミュオングループ

らず、いろいろな案をもって【特集】に取り組んで

に関してはあまり情報がない、といった状況もあり

まいります。いかんせん編集部４人では絞れる知恵

ました。そこで、この『めそん』紙上でお互いの研

も限られてしまいます。読者の皆様におかれまして

究室とそのバックグランドを紹介しあうことによ

は、『こういう特集を組んでみてはいかが』的なご

り、中間子科学会メンバーの相互理解と、あわよく

意見をいただけますようお願い申し上げます。

ばそこからまた新しい共同研究の芽が生み出される

今号は、今年７月に行われました J-PARC 施設の

ことを期待するという主旨でたちあげました。また、

開所記念式典のほか、各ミュオングループやミュオ

中間子科学会外の方々にも、我々のソサイエティを

ン施設からの現状報告をもって特集といたしまし

知ってもらうこともこのコンテンツのひとつの目的

た。これから先、皆様のミュオンを用いた研究を計

です。このコンテンツに関しては科学会の皆様のご

画されるときに、なんらかのお役に立てることを期

協力が大変重要になります。原稿をお願い申し上げ
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ました際には、何卒ご協力のほどを宜しくお願い申
しあげます。

その他、これまでの『めそん』に掲載してきた諸々
の事務連絡事項も同様に掲載していきます。ただ、

祝うべき第一号の研究室ですが、東北大学応用物

学会の講演タイトル一覧に関しては今号より割愛さ

理学科の小池研究室にお願いすることにいたしまし

せていただくことにいたしました。タイトルはネッ

た。執筆者は研究室助教の足立匡さんです。小池研

トで簡単に調べられるご時勢ですし、予算削減の意

は、超伝導材料を中心として凝縮系物質の試料合成

味もこめて判断いたしました。

とマクロ測定を専門とされておりますが、ミュオン

今号より『めそん』がどのように変わっていくの

を用いた研究もすでに 10 年以上に及び数多くの業

か、編集部としてもよりよい方向性を考え、中間子

績を残されているベテラン研究室です。ミュオンを

科学会以外の方々にも興味をもって読んでいただけ

用いつつ、自らの研究室で行うマクロ測定とどのよ

るよう努力いたします。しかしながら、『めそん』

うに組み合わさるのか、また、そのような業績がど

は皆さんの意見で形作られていくものです。いつで

のような研究室の雰囲気から生まれだされてくるの

もどこでも結構ですので、皆様のからのご意見をお

か、大変興味ある記事をいただけたと考えておりま

待ちしております。よりよい『めそん』をつくって

す。

いくために、皆さんとともに作業をしていければと
考えております。今後とも新しい編集部をなにとぞ

【世界のミュオン施設を利用して】
これも新しいコンテンツです。ミュオンを用いる

宜しくお願いいたします。
（文責：渡邊功雄）

ことが可能な施設は世界に数箇所しかありません
が、それぞれ独自の技術と特色のある装置を有して
おります。ときには多くの施設を用いる科学会メン
バーの方々もいらっしゃるとは思いますが、そうで
ない方々もいらっしゃいます。一方、同じ装置を用
いても、用いた人間によってその感想も異なります。
このコンテンツは、いろいろな方に世界のミュオン
施設を利用したときの感想をご報告いただき、施設
のイントロダクトリーとするとともに、まだ各自の
研究展開への情報となることを主旨としておりま
す。一方、中間子科学連絡会以外の方々にも、ミュ
オンを用いたソサイエティを知っていただき、あわ
よくばこれをきっかけにした異分野間、異なった測
定ツール間での共同研究が立ち上がることを期待し
ている次第です。本コンテンツも皆様のご協力が極
めて重要です。何とぞ宜しくお願い申し上げます。
最初の登場者は大阪大学の中野岳仁さんです。中
野さんも編集委員の一員です。これまで理研 RAL
ミュオン施設を中心としてスイスの PSI 研究所の両
方においてミュオン関連の研究を継続されてきまし
た。利用された装置も多く、ミュオン施設のスタッ
フとはまた異なった切り口で施設運営や装置に関し
ての辛口なご意見をいただけたと思います。読者の
皆様におかれましても、この記事がご自分の研究計
画立案に少しでもお役に立つことを期待しておりま
す。
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・J-PARC ミュオン施設第２期計画実現のための予
算獲得に向けた活動の支援（全員）
・ミュオン科学の広報活動（周辺分野，学生・高校生，

日本中間子科学会総会議事録

文科省他の政策決定集団へ）（全員）
・HP の充実（広報活動の機能を追加）（小嶋，石田）
・若手育成，特に学生や PD の就職支援のためのソ
サェティとしての取組（門野，秋光）
・グランドデザインを実現するための活動（施設間

日本中間子科学会総会議事録
（日本物理学会第 64 回年次大会）
日時：2009 年 3 月 28 日 ( 土 ) 18：00-20：20
場所：立教大学

TF 会場

調整 WG：会長、副会長，門野，三宅（KEK），岩崎，
松崎（理研），髭本（原研），久野（阪大 PRISM））
（ユーザーコミュニティとしての位置づけを強調す
るために，今期は会長，副会長は施設外のユーザー

出席者：38 名

とした．ミュオン施設との連携をとるため、施設間

1.

西田会長の開会挨拶

調整 WG を設置する．）

2.

議長・書記の選出： 議長（下村）、書記（松崎） 5.

（以下、敬称略）
3.

副会長の挨拶

小池洋二氏、小嶋健児氏、西田信彦氏が挨拶した

運営委員会報告（西田）

6.

各種委員会報告

第 2 期運営委員会委員として 14 名を選出した

6-1.

選挙結果が選挙管理委員会の髭本氏により報告され

この会議は数ヶ月毎に開催されるが、12 月、2 月、

た

3 月と連続して開かれた

選出された委員の就任承諾を受け、3 月 15 日に開

物質構造科学研究所と KEK 機構の組織改革につい

催した新旧運営委員会で新委員を承認した

て説明があった（詳細略）

新運営委員を本総会で承認した

6-2.

3 月 15 日の新旧運営委員会議事録の説明をした

この会議は 10 月、1 月、2 月に１回ずつ開催され

次期会長：鳥養

た

副会長：西田、小池 ( 洋 )、小嶋

ミュオン委員：西山、久野、鳥養

KEK 物構研運営会議（西山）

ハドロン加速器推進会議（西山）

事務局：理研 （庶務担当：松崎、会計担当：石田（勝）） J-PARC 加速器計画をいかにして進めるかの会議
会誌編集委員長：渡邊（功）

加速器を作る人と使う人とで問題を議論する

4.

J-PARC 加速器計画は順調に進んでいて、ビーム発

新会長（鳥養映子氏）の挨拶

施設の方々のご尽力で，J-PARC におけるミュオン

生も予定通りである

実験が開始され，世界最高性能を持つ理研 RAL か

現在のところ大きな加速器の問題は３つある（詳細

らは次々に成果が出ていることは喜ばしい．

略）

日 本 中 間 子 科 学 会 で は， 西 田 会 長 の も と で， 各分野のユーザーから、どこまで実験ができたかの
J-PARC Muon の 第 ２ 期 計 画 で は「 超 低 速 ミ ュ オ

報告がある

ンチャンネル建設」を最優先とすること，J-PARC

6-3.

Muon の早期開発と理研 -RAL ミュオン施設継続の

ミュオン委員：西田、鳥養、西山

両輪がミュオン科学の発展のために必要であること

素粒子原子核、ミュオン、中性子、消滅処理、産業

を，
ミュオンソサエティの総意としてとりまとめた．

界の分野から構成される

J-PARC 利用者協議会で将来展望をまとめた報告書

J-PARC 全体の road map が完成した

を作成した際に，ソサエティの総意としての主張が

概算要求時にこの資料は有用である

認められ，超低速ミュオンが早期実現すべき課題と

J-PARC が担う役目と 20 年先までの将来展望をま

して特記されることとなった．

とめた

今期は，会員のご協力のもとに，次の活動に力を入

実験装置の種類、優先順位を各研究分野で定めた

れたい．

ミュオン将来計画については、三宅、髭本、門野、

「めそん」No.30, 2009 年
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西田で作り、利用者協議会で報告した

た

５年以内で超低速ミュオン計画を実施することを強

６課題のミュオン実験を実施した

調した

3 月 6、7 日に MUSAC を開催し、超低速ミュオンビー

6-4.

ムチャンネル建設優先を決定した

J-PARC 施設利用委員会（鳥養）

ミュオン委員：鳥養、西山、門野、岩崎、西田

2009 年度 A 期の実験課題応募採択状況

この半年間に２回開催された

一般課題：14、Project 課題：1、装置課題：1

MLF 施設の規則、PAC の規則、PAC 部会の委員を

一般課題から 6 件が採択され、project 課題と装置

決め、PAC 結果の承認をする

課題が採択された

2008 年 B 期（32 日）
：装置 G（16 日）、一般（16 日） さらに、前期の一課題が carry over して申請され、
申請実験課題 7 件のうち 6 件が採択され、B 期に

採択された

それらの実験が実施された

2 重ミュオンパルスを単パルス化する装置を今年度

2009 年 A 期は、7 件の実験が採択された

予算で整備する

採択された実験の有効期間は、それぞれ A 期、B 期

7-2.

の期間内（半年）とする

施設報告は「めそん」記事を参照

（中性子では 2009 年 A 期は 78 件の実験課題申請

KEK 施設 ( 西山 )

4 月から研究主幹の西山氏が退職し、門野氏が研究

があり、44 件が採択された）

主幹となる

6-5.

4 月から下村氏は准教授となる

MLF 懇談会（小池）

MLF user 間のコミュニケーションを目的とし会員

4 月から機関研究員として池戸氏が加わる

の意見をまとめる

7-3.

２年前に発足した

4 月から博士研究員として二宮氏が加わる

この上に上部組織はない

陽電子、ミュオン、エキゾティック粒子ビームの応

JAEA（髭本）

会員は中性子とミュオン研究者で、総数 247 名で、 用に関する国際会議を開催する予定
年会費は 2000 円である

7-4.

理研 -RAL 支所ミュオン施設（松崎）

福永会長、鳥養副会長、幹事８名（西田氏、鳥養氏、 理研 -RAL 支所国際外部評価委員会、第４回実験課
小池洋二氏が幹事）

題採択委員会、2008 年度ビームタイム実施記録、

9 つの分科会があり、それぞれの分野で研究会を開

ポート４に設置する新しい µSR スペクトロメータ、

催する予定

次回の実験課題採択委員会、2009 年 2 月以降のビー

中性子とミュオンで意見交換や共同実験を実施する

ムタイムについて報告した（「めそん」記事参照）

予算は年間 50 万円しかないが、使途にはかなり自

7-5.

由度がある

RCNP のサイクロトロン施設にミュオンビームライ

6-6.

ンを建設する

理研仁科センター共用促進委員会（門野）

大阪大学（久野）

理研仁科加速器研究センターの委員会で第 2 期目

生成標的に近接して超伝導電磁石を設置して表面

に入った

ミュオンを大立体角で集める

以前は理研 -RAL 支所に関して議論をしたが、最近

ミュオン収量は、107-108 個／秒、実験位置で 106

はあまりミュオン関連の話はない

個／秒を目指す

仁科センターでは「研究連携制度」が発足し、連携

この DC ミュオンビームは RCNP で共同利用できる

を結べば理研の身分がなくてもセンターで研究活動

ようにする

ができる

今年も RCNP でミュオン科学の研究会を開催する

仁科センターでは理研 -RAL 支所の RAL との契約を

8.

2010 年 10 月から 7.5 年延長する方針

日本中間子科学会会則の改定について

7.

8-1.

7-1.

研究施設報告
J-PARC（三宅）

審議事項
会長指名の運営委員に関する規定（規約第３

章第 15 条）の改定について

9 月 26 日に first beam の式典を開催した

会長から，事務局は選挙で選ばれた運営委員に依頼

D1/D2 に表面ミュオン、D2 に崩壊ミュオンを出し

したので，この規定を運営委員会メンバーの分野や

4
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所属のバランスをとるために使いたいとの趣旨説明

の人を選ぶべきだ

があり，審議の結果，以下の改定案を承認した．

施設の人半分、それ以外半分でもいい

「第十五条：会長はそれ以外に３名以下の運営委員

施設以外の他の事をやっている人が入る方が望まし

を選ぶことができる」

い

8-2.

・ 3 名追加の委員を入れると、第 2 期の運営委員会

規約改定に伴う会長が推薦する３名の運営委

員の推挙

メンバーは施設側 9 名、それ以外 8 名となってい

会長から，運営委員候補として杉山氏、久保氏、網

る

塚氏の推薦があり，全会一致で承認した．

・各ミュオン施設側の人は１人が入っていればよい

8-3.

・施設の人の定義が曖昧である

名誉会長の新設について

会長から，名誉会長新設の提案に至る経緯と趣旨の

・大阪大学の人は施設の人になるのか？

説明があり，審議の結果，以下の規定を追加するこ

9-2. 広報活動（サマースクール、パンフレット、ホー

とを承認した．

ムページ改訂等）について

「第二十一条：本会に名誉会長を置くことができる。 ・ 若手による若手のための研究会やサマースクール
名誉会長は、永年にわたり中間子科学の世界的研究、 をやる
国内外への啓蒙、および次世代育成に特に顕著な功

・ 総研大での夏期実習ではミュオンコースがある

績のあった会員の中から運営委員会が推薦し、総会

が、大学ではミュオン関係講座がないために学生が

の承認を経て決定する。名誉会長はオブザーバーと

ミュオンに触れる機会が少ない

して運営委員会に助言し、本会のさらなる発展のた

・「J-PARC への招待」講座を 6 大学で開催するなど

めに会長を援ける。」

の活動はしている

・任期と人数については，会則では特に記述しない

・大学の先生に学内でミュオンの宣伝をしてほしい

こととした．

・ 学生の時にミュオンを学べる機会があるようにし

・名誉会長は会員なので運営委員の被選挙権はある

たい

が，選出された場合については運営委員会で議論す

9-3. 若手紹介のホームページ作成について

ることとした．

・ HP に「輝いている若手紹介」のコラムを設け、

8-4.

自分自身の研究内容を隣接分野の研究者にアピール

名誉会長の推挙

会長から，運営委員の総意で永嶺謙忠氏を名誉会長

する記事を書いてもらう（渡邉めそん編集委員長が

に推薦するとの提案があり，全会一致で承認した

原稿を依頼する）

9. 意見交換

・ HP に話題のテーマに関する専門分野の研究者に

9-1. 運営委員会委員選挙について（現行の 8 名連

解説記事を書いてもらう

記について）

・ ミュオン科学に関する Introduction 的な ppt file

・会場でのアンケート

を HP にのせる

８名連記では少なすぎる：3 名

9-4. 若手賞について

８名連記でよい：多数

・ 小池洋二氏が次回までに若手賞に関する草案を検

８名連記で多すぎる：なし

討する

以下に意見を列記する

会長から，これらの問題についての意見をメールで

・14 名選出するのだから、14 名連記がよい

寄せてほしいとの発言があった．（メールアドレス

・ 運営委員会がミュオンユーザーの会とするならば

は HP に記載）

人数制限を設けるべきだ

10. 事務局報告

（J-PARC ○人、理研 -RAL ○人、）

会計報告、会費納入、会費値上げ、次回ミーティン

・ユーザーとミュオン施設の人の区別をしなくても

グの日程等について報告があった

いいのではないか

次回インフォーマルミーティング：熊本大学（物性

・ この議論を忘れないで次回選挙投票時に各自が考

分科会）9 月 26 日（土）

慮すればよい

原子核・素粒子分科会ではインフォーマルミーティ

・ メンバーが固定化しているのでなるべく施設以外

ングは開催しない
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２．その他
（１）運営委員の比率について

日本中間子科学会運営委員会
議事録

・施設側からの運営委員が半分を超えていることに
ついて、会則と会員の分布に照らして問題ないこと
を確認した。
・運営委員のうちユーザーが４名と少ないことを調
整するために、会長指名の運営委員３名をユーザー
から選出することを申し合わせた。

（期日）2009 年 3 月 15 日（日） 14 時－ 17 時

・今後会長指名の運営委員を分野、所属、年代など

（会場）理化学研究所東京連絡事務所

の調整に使えるように、会則第十五条を改定するこ

（出席者）秋光、石田、岩崎、門野、小池、小嶋、下村、 ととした（詳細は後述）。
鳥養、西田、西山、髭本、松崎、渡邊（敬称略）

・運営委員選挙の細則に関して、総会で会員から意
見を聞くこととした（連記の人数など）。

以下の 14 名が新運営委員となることを確認した。
なお、この他に会長が 3 名まで委員を指名するこ （２）名誉会長の設置について
とができる（後述）。

・中間子科学の発展に著しく貢献された永嶺謙忠氏
に対外的な広報などの活動を援けていただくため

秋光純、石田勝彦、岩崎雅彦、門野良典、小池洋二、 に、本会に名誉会長を置くこととし、次回総会にお
小嶋健児、下村浩一郎、鳥養映子、西田信彦、西山

いて会則を改訂し、名誉会長を推薦することとした。

樟生、髭本亘、松崎禎市郎、三宅康博、渡邊功雄

次期会長が、会則改訂の原案を作成、候補者への連
絡を行う。名誉会長はオブザーバーとして運営委員

1.

新役員の選出

・会則に従って、新役員を次のように選出した（敬

会に出席して助言を行うが、議決権は持たないもの
とする。

称略）。
（３）会則改訂について
次期会長：鳥養

以下の会則の改定が議決され、総会で承認を受ける。

副会長：西田、小池、小嶋

・第 15 条 「事務局を構成する」を削除する。

庶務委員長：松崎

『第三章 会長、副会長、運営委員、会務

会計委員：石田

第十五条：本会には、任期を二年とする運営委員

会誌編集長：渡邊

十四名で構成される運営委員会を置く。運営委員は

会長指名の運営委員候補：網塚、杉山、久保の各会

再任を妨げない。会長はそれ以外に事務局を構成す

員

る三名以下の運営委員を選ぶことができる。』
・名誉会長に関する項目を追加。

・事務局について次の 2 年は引き続き理研でお引受
け願うが、その後は KEK と理研に交替で担当願う （４）広報について
ことを申し合わせた。

・春の物理学会におけるシンポジウムの宣伝を世話
人から 3,4,9 の分科会の ML に出す。案文作成は現

・その他の役割分担を次のように決めた．

会長が行い、配布は事務局で行う。

国際的な広報活動：渡邊、髭本

・現在のホームページは会員向けであるが、会員拡

ミュオン関係のポスト拡大策のための予備的調査：

大やミュオン科学への関心を高めるために、専門外

門野，秋光

の読者向けの機能を強化することとし、小嶋委員

ホームページ改良（会員外への広報）：小嶋

に設計とまとめ役を依頼した。以前、KEK 主催で

会員拡大：運営委員全員

「J-PARC への招待」と称した講演会を行っていたの
で活動報告を HP に載せるなどもする。

6
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・パンフレットの作成、サマースクール等の開催等
の課題については今後の継続審議とし、門野委員を
中心として提案願うこととした。

運営委員会選挙結果

髭本

KEK：
KEK 物構研運営会議

秋光

ハドロン加速器推進委員会

西山

（５）ミュオン研究者のポスト拡大について

物質構造科学研究所 J-PARC 戦略会議

・ミュオン科学で学位をとった学生や PD 等の就職

物質構造科学研究所ミュオン将来計画戦略 WG

支援の方法等について話し合った。

なし
なし

・データ把握のための調査および活動方針の提案を、 J-PARC；
門野，秋光両委員に依頼した。門野委員がユーザー

MuSAC

に関しての現状調査を行う。これは例えば学生時に

J-PARC 利用者協議会

使用していたユーザーが、その後利用しているかな

J-PARC 物質・生命科学実験施設利用委員会

西山
西田

ど、実質的なユーザーの動向に関するものである。
・求職中の若手研究者を本会として積極的に外部に
宣伝していく目的で、HP に「今輝いている若手研
究者」などのページを設ける。コンテンツはめそん

鳥養
J-PARC/MLF 利用者懇談会

小池

理化学研究所：
仁科加速器研究センター共用促進委員会

門野

編集委員長（渡邊委員）が中心になって集めること （３）研究施設報告：
とする。

J-PARC Muon 施設
KEK

三宅

西山

（６）若手の賞について

JAEA

・小池委員に実施案作成を依頼し、平成 21 年度秋

理研 -RAL 支所ミュオン施設

髭本
松崎

の総会に提案できるよう運営委員会にご提案願う。
（７）理研 RAL の将来について
・岩崎委員から、１月の仁科センター外部評価委
員会において、理研 RAL の第３期契約に関して、
2010 年を超えて 7.5 年間の継続の提言があったこ
とが報告された。
・中間子科学会としては、従来の方針通り、J-PARC
の早期開発と、現在世界最高性能を持つ理研 RAL
におけるミュオン科学の発展は両方とも日本のユー
ザーにとって欠かせないとの主張を堅持すること、
J-PARC の早期の発展を最優先することを再確認し
た。現状公式に結論を必要とされているわけではな
いので特に会としての意思表明はしない。
３．事務局よりの報告事項
・会員 134 名中 85 名が会費納入。
・めそんの平成 20 年度印刷費 2 回分を µSR2008
より事業の一環として供出している。
・総会において、各委員が以下の報告を行う。
--------------------------------------------------------総会における委員会報告
日時：3 月 28 日（土）18：00-20：00
中間子科学会運営委員会
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J-PARC 完成記念式典

Ｊ－ＰＡＲＣ完成記念式典
平成２１年７月 6 日
高エネルギー加速器研究機構
門野良典
本 会 会 員 に は 既 に 周 知 の こ と と 思 わ れ る が、 機構が発足、’97）の目的とされた「大型ハドロン
J-PARC では今年 (2009 年 )4 月にニュートリノビ

計 画（ 当 初 Japan Hadron Project, JHP、 後 に JHF

ームラインが稼働し、建設計画の第一期に計画され

と改称）」があり、JHF はそれまでの核物理、中性子・

ていた全ての実験施設が稼働し始めた。2001 年の

ミュオン利用の将来計画を包含し、さらにはニュー

着工以来、1 年の延伸はあったもののほぼ予定通り

トリノ研究までをも含む大規模な計画となっていっ

に施設が完成し、全施設でビーム利用が開始された

た。一方、JHF 計画と同時期には旧原研の「オメガ

ことは関係者に取って大変喜ばしいことであり、こ

計画（大強度陽子ビームによる放射性廃棄物の消滅

の期を捉えて去る 7 月 6 日、東京は九段会館の大

処理）」、次いで「中性子科学研究計画」が提案され、

ホールにおいて標記の式典が盛大に行われた。

大強度陽子加速器を主体にするなど、内容において

大ホールを埋め尽くした 800 人余りの会衆を前

JHF 計画と一部競合する状況にあった。ここで、先

に、式典の冒頭はこの日のために用意されたビデオ

の省庁再編に伴う旧文部省と科学技術庁の統合に

映像の上映から始まった。舞台上の大画面一杯に映

際して、その象徴となるに相応しく両機関が協力

し出された映像の中で、ビッグバンによる宇宙創成

して行なう大計画として KEK の JHF 計画と原研の

から始まって宇宙が徐々に冷えて行く過程でクォー

中性子計画が取り上げられ、丁度世紀の変わり目、

ク、原子核、原子と物質生成の連鎖が示され、銀河、 2000 年 12 月に両計画を一本化した「統合計画」
太陽系の形成、そして現在の地球へとめくるめくよ

として予算化が実現したのであった。もちろんそこ

うな CG アニメーションが展開された。そして最後

へ至る道は平坦ではなく、当時の関係者の努力はも

の地球のシーンからグーグルアースの画面のように

ちろん、永宮氏をして「僥倖に次ぐ僥倖」と言わし

東海村の J-PARC サイトへとクローズアップされ、 める程の幸運が重なった結果ようやく日の目を見る
今度は各施設の最新の映像がまるでコマーシャルビ

ことになったと聞く。そのような紆余曲折を経て立

デオのような流麗さで映し出された。ビデオが終

ち上がった計画がさらに８年という長い建設期間を

わるや舞台上で紹介を受けた JAEA の岡崎理事長、 経てついに現実のものとなったのであった。「ニュ
KEK の鈴木機構長、永宮 J-PARC センター長が硬い

ーマトロン」以来の関係者の感慨はいかばかりであ

握手を交わし（表紙写真）、式典の幕開けを告げた。 ったろうか。
プ ロ グ ラ ム で は、 ま ず 永 宮 セ ン タ ー 長 か ら
「J-PARC 完 成 と 建 設 の 歩 み 」 と い う 演 題 の 下、
J-PARC 完成までの歴史が紹介された。若い会員の
方はほとんどご存じないと思うが、J-PARC の背後
には実現することなく終わった計画が累々と横たわ
っている。重イオン加速による高エネルギー原子核
物理のために計画された旧東大原子核研究所の「ニ
ューマトロン計画」（’70 年代）、永宮氏自身が関わ
られた「大ハドロン計画」（’80 年代）、大強度パル
ス中性子・ミュオン源を目指したジェミニ計画（’
80 年代）、その後行政改革・省庁再編の一環として
行なわれた関係機関の機構改革（KEK、東大核研、

J-PARC 完成とその歴史を語る永宮 J-PARC

東大中間子を統合改組して高エネルギー加速器研究

センター長
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永宮氏の報告に続いて、塩谷立文部科学大臣から

J-PARC 完成記念式典

壇上で、あるいはビデオレターの形で祝辞を述べ、

所轄大臣としての挨拶があり、その後、江田五月氏

最後には集まった外国人で壇上がいっぱいになる程

（参議院議長、元科技庁長官）、金澤一郎氏（日本学

の盛況ぶりで、J-PARC が文字通り世界第一級の研

術会議議長）、今井敬氏（中性子産業利用推進協議

究施設としてその第一歩を踏み出したことを内外に

会会長）、有馬朗人氏（武蔵学園・園長、元文部大臣・

知らしめる機会になったと言えるだろう。

科技庁長官）、および橋本昌氏（茨城県知事）から

以上は式典のあらましであるが、筆者として印象

J-PARC 完成への祝辞が述べられた。さらに、祝賀

深かったのは小林氏が講演の中でミュオンスピン回

に駆けつけた国会議員の方々が壇上で紹介され、国

転の原理を解説して下さったことであった。また、

家プロジェクトとしての J-PARC を印象づけるもの

永宮氏の報告中でもミュオンによる鉄ヒ素系超伝導

になった。

体の研究成果が J-PARC からの最初の成果として世

このような祝意の披露が一段落したところで、 に出ることに言及して頂くなど、J-PARC で最も小
KEK の特別栄誉教授である小林誠氏により「J-PARC

規模なプロジェクトであるミュオン利用がこのよう

への期待」という題目で記念講演が行なわれた。理

な晴れ舞台で衆目を集める機会を与えられたことを

論家らしく、「実際の装置やその建設よりは原理の

コミュニティの一員として名誉に感じるとともに、

方が簡単」と言って会場を笑わせながら、中性子、

このようなご配慮を頂いた両先生にこの場を借りて

ミュオン、K 中間子、ニュートリノを用いた科学が

感謝する次第である。

どのような原理に基づき、何を明らかに使用として
いるのかが簡明に紹介された。
式典の最後は「世界からのエール」として、この
宴に外国から駆けつけた数多くの関係者が一人一人

なお、式典に引き続き行なわれた懇親会も盛大
な も の で、 さ ら に 数 を 増 し た 国 会 議 員 を は じ め
J-PARC 実現にゆかりのあった多数の研究者、企業、
関係省庁の方々が参集して当時の苦労話やこれから
の研究の行く末について話の花を咲かせていたこと
を付記しておく。

所轄大臣として祝意を述べる塩谷文部科学大臣
九段会館の大ホールを埋め尽くした参加者
（写真提供ここまで：KEK 広報室）

J-PARC で期待される研究を解説する小林特別
栄誉教授
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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
ミュオン科学研究施設報告
ミュオン科学研究系研究主幹
門野良典
1. 新しい運営体制について

体制の下での運営が始まっている。

1-1) 物構研／ J-PARC センター
2001 年 度 よ り 建 設 が 開 始 さ れ た J-PARC は、

この図にも明らかなように、物構研の新組織では

2008 年 度 末 ま で に 予 定 さ れ た 全 施 設 が 完 成 し、 つくばと東海の２キャンパス構造に対応してそれぞ
2009 年 4 月のニュートリノビーム発生をもってす

れを担当する副所長を置き、東海キャンパス担当副

べての施設で稼働、共用が始まっている。これによ

所長は中性子・ミュオンの立場を代表して J-PARC

り、高エネ機構内に設置されていた「大強度陽子加

全体との運営調整にあたる。中性子・ミュオンでは

速器計画推進部」は 2008 年度末をもって廃止され、 研究系に対応する研究主幹に加えて、J-PARC セン
同推進部に出向していた人員は新年度より各施設・

ター物質生命科学（MLF）ディビジョンの組織に研

研究系へ戻す配置換えが行なわれた。また、機構長

究主幹と併任ではないセクションリーダーを出すこ

／所長が次の任期に入るこのタイミングを捉えて昨

とで、研究主幹の負荷を減らすとともに MLF 運営

年度から組織の見直しが行なわれており、新年度の

での実質化を図っている。

開始と同時に物構研では図１に示したような新しい

10
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なお、2009 年度からの物構研運営会議メンバーは以下のようになっている。
秋光

純

青山学院大学

伊藤

健二

KEK 物質構造科学研究所

朝倉

清高

北海道大学

野村

昌治

KEK 物質構造科学研究所

尾嶋

正治

東京大学

瀬戸

秀紀

KEK 物質構造科学研究所

坂田

誠

名古屋大学

門野

良典

KEK 物質構造科学研究所

柴山

充弘

東京大学

村上

洋一

KEK 物質構造科学研究所

田昌

樹

理化学研究所

岸本

俊二

KEK 物質構造科学研究所

鳥養

映子

山梨大学

三宅

康博

KEK 物質構造科学研究所

藤井

保彦

日本原子力研究開発機構

河田

洋

KEK 先端加速器推進部

三木

邦夫

京都大学

齊藤

直人

KEK 素粒子原子核研究所

山田

和芳

東北大学

榎本

收志

KEK 加速器研究施

池田

進

KEK 物質構造科学研究所

小林

幸則

KEK 加速器研究施

若槻

壮市

KEK 物質構造科学研究所

伴

秀一

KEK 共通基盤研究施設

物構研ミュオン共同利用実験審査委員会 (PAC) についても、新年度より一部メンバーの交代があった
ので以下に一覧を掲げる。
網塚

浩

北海道大学

鈴谷健太郎

日本原子力研究開発機構

池添

博

日本原子力研究開発機構

渡邊

功雄

理化学研究所

岩崎

雅彦

理化学研究所

池田

進

KEK 物質構造科学研究所

秀紀

KEK 物質構造科学研究所

小形

正男

東京大学

瀬戸

神戸

振作

日本原子力研究開発機構

門野

良典

KEK 物質構造科学研究所

久野

良孝

大阪大学

伊藤

健二

KEK 物質構造科学研究所

小池

洋二

東北大学

小林

仁

J-PARC センター加速器ディビジョン

篠原

厚

大阪大学

神山

崇

KEK 物質構造科学研究所

瀧川

仁

東京大学

小野

寛太

KEK 物質構造科学研究所

常行

真司

東京大学

那須奎一郎

KEK 物質構造科学研究所

野尻

浩之

東北大学

三宅

KEK 物質構造科学研究所

福谷

克之

東京大学

また、現在 J-PARC でのミュオン実験課題のう
ち、一般課題の審査は物質生命科学 (MLF) 施設利

康博

委嘱することで実質的な一元化を行なう方向で検討
中である。

用委員会の下におかれたミュオン課題審査部会で行
なわれており、そこでの採択課題を大学共同利用実

1-2）ミュオン科学研究系

験課題として支援すべきかどうかについて物構研

2004 年 4 月の法人化以来、5 年間にわたり研究

PAC で別途審議し、審議結果を物構研運営会議に

主幹を務められた西山樟生氏が 2008 年度末をもっ

報告するという煩雑な二重構造になっている（KEK

て定年退職し、その後任には物構研運営会議の議を

中心のプロジェクト課題については直接 PAC で審

経て筆者が選任された。これを機に、本研究系に関

議）。そこで、来年度からは物構研 PAC のメンバー

して一連の人事が行われたので以下に纏めて報告す

と MLF の課題審査部会のメンバーを完全に一致さ

る。

せ（ただし、PAC メンバーの一部は MLF ミュオン

2008 年度末でのミュオン科学系の教職人員構成

課題審査部会の下におかれた分科会のみに所属）、 は教授 3、准教授 0、助教 4 であったが、本来の定
物構研 PAC の審査を MLF ミュオン課題審査部会に

「めそん」No.30, 2009 年
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としてかなりバランスを欠く構造になっていた。こ

博士研究員

池戸

れは一部には J-PARC 建設に対応するために過去の

博士研究員

増田鉄也

豊

人事で若手の採用を優先したという経緯にもよる。

研究支援員

加藤岺生

そこで、西山氏の退職で空席になるポストについて

研究員

西山樟生

て人事を行うことについて 2008 年末の運営会議で

客員教授

石田勝彦

了承を得た。これを受けて同年度末にかけて行なわ

客員教授

小形正男

れた公募・審査の結果、下村浩一郎氏が昇格するこ

客員准教授

髭本

は准教授を採用することとし、同氏の退職に先行し

亘

ととなり、4 月 1 日付けで着任した。また、空席に
なっているもう一名の准教授についても 2009 年 7

２. 海外施設を用いた共同利用実験

月〆切で公募・審査が行われ、小嶋健児氏（東大理）

「国際協力による海外施設を用いたにミュオン

の採用が決定した。なお、同氏は 10 月以降に着任

実験研究の推進」によるミュオン共同利用研究は

の予定である。さらに、技術職では小林康男氏が 4

2008 年度後期のミュオン共同利用実験採択課題 5

月 1 日付けで中性子科学研究系からミュオン科学

件（ 理 研 RAL -2 件、PSI -1 件 ,TRIUMF -2 件 ） の

研究系へ配置換えとなり、技術職員は総勢 4 名の

実施をもって、当初予定されていた 3 年間の支援

体制となった。

事業を終了した。また、2008 年度を通して実施さ

博士研究員（物構研枠）については、中原一隆氏

れた全実験課題について、その成果報告会が 2009

がフェルミ国立研究所（米国）へ、続いて竹下聡史

年 3 月 24 日に KEK で開催され、22 件にのぼる成

氏が SPring-8 へ移動したのに伴い、公募・審査の

果が紹介された。これらについての英文の報告書が

結果、後任に池戸豊氏（豊田中研）、および増田鉄

KEK-MSL Progress Report 2008 として間もなく出

也氏（東大院）が採用されて着任している。また、 版、配布される予定である。
西山樟生氏については研究員（非常勤）として再雇

なお、J-PARC 施設での共同利用が本格的に軌道

用し、加藤岺生氏とともに引き続き J-PARC 関連の

に乗るには時間がかかるとして、2009 年度も本事

業務をお手伝い頂いている。

業継続の概算要求が出されていたが、これについて

なお、東海キャンパスの比重が増すに連れて事務

は J-PARC 施設が予定通り完成・稼働したというこ

体制の見直しも行なわれており、4 月からは中性子・

とで残念ながら認められなかったことを報告してお

ミュオン全体で暫定的に東海に 3 名、つくばに 2

く。

名の秘書（研究支援員）を置く体制が取られている。
（ミュオン科学研究系の職員は 4 月より全員東海キ
ャンパス勤務となっている。）
以下に 10 月 1 日現在の人員構成を掲げておく。

３.J-PARC MUSE
J-PARC MUSE の運転状況／現時点でのパフォー
マンス、施設整備の状況等については三宅セクショ
ンリーダーによる報告に詳しいので、そちらを参照

研究主幹
教授

門野良典

な状況についての報告を行う。

教授

三宅康博

3-1）稼働状況

准教授

下村浩一郎

（准教授

12

して頂くこととし、以下ではこの半年余りの全体的

門野良典

小嶋健児）

前 号 の「 め そ ん 」 で 報 告 さ れ て い る よ う に、
J-PARC ミュオン科学実験施設（MUSE）では 2008

研究機関講師

河村成肇

年 12 月からいよいよ 20 kW のビームパワーによ

研究機関講師

ストラッサー・パトリック

る定常運転が始まり、待望の大学共同利用実験も開

助教

幸田章宏

始された。ただし、ビームラインや µSR 分光器の

技師

藤森

寛

調整を先行して行なう必要上、12 月については主

技師

牧村俊助

に装置グループによるコミッショニングの時間とし

技師

根本晴久

て割り当てられ、外部利用者も含めた共同利用実験

技師補

小林康男

は 2009 年 1 月のビームタイムから始まっている。
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2 月末までに 6 件の共同利用実験が行なわれ、その

以下に、MLF 施設利用委員会（2009 年 2 月）に

中の 1 件（鉄砒素系超伝導体の µSR）については

おける 2009 年度前期（2009A）の実験課題審査

その結果を含む論文が 7 月に出版された（J-PARC

の概要について簡単に報告しておく。一般公募によ

の実験データによる最初の成果物となっている）。 る実験課題については 14 件の提案があったが、ミ
2009 年度前期についても、約 18 kW のビームパ

ュオン課題審査部会での審査の結果、2009A0164

ワーによる定常運転の下、５件の共同利用実験およ

の 1 件を除く 13 件が採択となった。さらに、審査

び装置グループによるコミッショニングが行われ

の評点に基づいて実施の優先度を決め、J-PARC の

た。なお、昨年末の運転開始以来、残念ながらリニ

稼働状況を考慮していずれの課題も一律に３日を割

アック先頭の RFQ と呼ばれる加速装置の不調（加

り当てることとし、ユーザー運転時間 40 日から装

速空洞内の高周波放電によりビームパワーが上がら

置グループ実験およびプロジェクト課題（物構研

ない状態）が続いており、今までのところミュオン

-JAEA 先端研）の分 19 日を差し引いた 21 日につ

ビーム強度もつくばの旧施設を数倍上回る程度に留

いて優先度の高い方からビームタイムの割当が行わ

まっている。さらに、RFQ の放電を止めるための

れた結果、以下の表のような採択日数になっている。

コンディショニング作業で 3 日のうち 1 日はビー （ちなみに、この 3 日は RFQ のコンディショニング
ム停止という低い稼働率もあいまって、残念ながら

を含むので、実質的には２日間のビームタイムとな

採択された実験課題のうち半数程度の課題にしかビ

っている。）

ームタイムを割り当てられない状態が続いている。

課題受理番号 分野 実験課題名

実験責任者 所属

Correlation between Magnetism and Superconductivity in Iron- Ryosuke

2009A0080

Q1 Oxypnictide Superconductors

2009A0090

Q1 ferromagnet Bi Mn O (NO )
3
4 12
3

2009A0098

Q2 Formation Rate

Aoki

2009A0109

Q2 Lithium diffusion in lithium-transition-metal-oxides

Jun
Sugiyama

2009A0121

Q1 layer systems

2009A0123

Q2 of the muon spin polarization

2009A0134

Q2 transformation in NiTi alloys studied by muon

2009A0138

Q2 by muonic X-ray

2009A0145

Q1 La Sr Cu Fe O
2-x x
1-y
y 4

2009A0147

Q1 LiMn O
2 4

Tokiwa

2009A0149

Q2 Muonium Formation in Liquids

Khashayar
Ghandi

Kadono

Magnetic ground state of a frustrated S=3/2 honeycomb anti- Masaki

Azuma

Measurements of an Extinction Ratio and a Muonic Atom Masaharu

Magnetism of Mercury-based Superconductors: single to multi- Kenji

Kojima

Study on the first step of muonic atom formation from a viewpoint Kazuhiko
Pre-martensitic

phenomena

Ninomiya

of

thermoelastic

martensitic Mototsugu

Mihara

Development of non-destructive multi-elemental analysis system Kenya

Kubo

µSR study of iron-substitution effects on the Cu-spin dynamics in Tadashi

Adachi

µSR study of magnetic properties of CaFe2O4-type NaMn2O4 and Kazuyasu

Spin dynamics in multiferroic perovskite TbMnO3 probed by Akihiro

2009A0150

Q1 muon spin relaxation

2009A0153

Q2 SrTiO
3

2009A0164

Q1 rotation of La atoms inside the C fullerene molecule
80

Koda

MuSR study on isolated hydrogen charge state in oxygen deficient Koichiro

Shimomura

The determination the individual magnetic field generated by the Hitoshi

Nejo

採択日数

High Energy
Accelerator Research
Organization

3

Kyoto University

3

Osaka University

3

Toyota Central R&D
Labs. Inc

3

University of Tokyo

0

Osaka University

0

Osaka University

0

International
Christian University

3

Tohoku University

0

Tokyo University of
Science

3

Faculty member

0

High Energy
Accelerator Research
Organization
High Energy
Accelerator Research
Organization

0
3

National Institute for
Materials Science

21
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3-2）施設整備状況

が行われている。昨年度はその試験機が設計・製作

・超低速ミュオンビームライン（U ライン）

され、年度末に完成納入された。現在、実機の設計

J-PARC MUSE では、崩壊・表面ミュオンビーム
ラインの次に整備すべきものとして「超低速ミュオ

に必要なデータを得るための試験・調整が行われて
いる。

ンビームライン」を提案している。これは、軸収束

崩壊・表面ミュオンビームライン（D1/D2 実験

大立体角表面ミュオンソレノイド収集系（通称スー

装置）については、2009 年度の最重要整備項目と

パーオメガミュオンチャネル）により得られる大強

してダブルバンチビームを分離するためのキッカー

8

+

度の表面ミュオンビーム（〜 10 µ /s）を高温タン

電磁石システムの設計・製作が進行中である。これ

グステンに照射し、そこから自然放出されたミュオ

により、少なくとも表面ミュオンビームについては

ニウム（〜 0.2 eV）をレーザーにより電離、再加

D1、D2 双方の実験装置で同時に実験が可能になる。

速した「超低速ミュオンビーム」を物性研究、特に

その他、静電分離器の改造、µSR 分光器の陽電子検

表面近傍・界面といった従来のビームでは不可能だ

出器増強、D1 実験装置への希釈冷凍機の導入等に

った研究対象に用いるものである。現在知られてい

ついて必要な作業、検討が進行中である。

るこの種のビームとしては世界最高の輝度を達成す

3-3）MuSAC-VII

ることが可能であり、MuSAC および J-PARC 利用

2009 年 3 月 6 日〜 7 日の 2 日間にわたり、第

者協議会でもその早期実現が強く支持されている。 7 回 目 と な る Muon Science Advisory Committee
本学会から KEK への強力な働きかけもあり、2009

(MuSAC) が 開 催 さ れ た。MuSAC は J-PARC の 国

年度の KEK 概算要求では初めて超低速ミュオンビ

際諮問委員会 (IAC) の下部委員会と位置づけられ

ームラインの建設予算が盛り込まれ、KEK から文

ており、J-PARC センター長からの諮問を受けて、

部科学省へ提出されている。一方、ビームライン先

MUSE 建設に関わる答申を行うことが主な役割であ

頭部分にあたる大立体角捕獲用ソレノイド（常伝

る。昨年 9 月のファーストビーム取り出し成功を

導）電磁石については、施設の稼働時間に比例して

受けて建設全体の総括が行われるとともに、次のス

生成標的近傍での放射線レベルの上昇により設置作

テップとしてどのような優先順位で施設のアップグ

業が困難になることが予想されたため、昨年より先

レードを行うかについての議論が行われ、超低速ミ

行して科研費（三宅）等により設計・製作が行わ

ュオンビームラインが最も高い優先度を持つことが

れ、2008 年度末のビーム停止期間にその設置作業

確認された。この点も含め、MuSAC における議論

が行なわれた。このソレノイド電磁石はコイルの線

の概要が J.M. Poutissou 委員長により J-PARC IAC

材としては無機絶縁コイル（MIC）を使用しており、 に報告された。これを受けて 4 月初頭に IAC から
400 mSr 以上の大立体角で生成標的から放出され

J-PARC センター長へ送られた答申書のうち、ミュ

る 30 MeV/c の運動量を有する表面ミュオン、並び

オン部分については以下のように超低速ミュオンビ

に同程度の運動量を有する負ミュオンを同時に取り

ームラインの実現を強く推奨する提言がなされた。

込むことが出来る。現在、この先頭ソレノイド部に

Recommendation: The parent

続く超伝導湾曲ソレノイドの実施設計に向けた検討

organizations of KEK and JAEA need

が KEK の超伝導低温工学センター、機械工学セン

to capitalize on the investments made

ターの協力を得ながら行われており、概算要求の行

so far in the MUSE facility, on the

方が注目される。

superb technical skill available in

・回転標的、その他

the current team and on the various

MUSE ではミュオン発生源として今のところ厚さ

funding opportunities available to

20 mm のグラファイトディスク固定標的を用いて

the users by investing in a strong

おり、設計上では 0.6 MW の陽子ビームパワーま

scientific leadership who could bring

で対応可能となっている。一方、J-PARC のビーム

these realizations into fruition. The

パワーの定格設計値は 1 MW であり、現行の標的

IAC reaffirms that the development of

では早晩使用に耐えなくなることが予想されている

the Ultra slow muon beamline is of the

ため、将来これに代わるものとして回転標的の開発

highest priority.
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なお、今回の MuSAC では新たな提案として超低

鳥養映子（山梨大工）
、西田信彦（東工大理）
、 髭

速ミュオンビーム利用のための準備研究（西田信彦

本亘（JAEA 先端基礎セ）、松崎禎市郎（理研仁科セ）、

/ 東工大）、およびミュオン異常磁気能率（g-2）精

三宅康博（KEK-MSL）の 9 名（下線は PAC 外の委員）

密測定実験（齋藤直人 /KEK 素核研）が紹介された。 である。戦略会議では先の KEK 素核研からの実験
ただし、いずれもまだ正式な LoI としては提出され

提案を機に、物質生命科学の拠点としての MUSE

ておらず、今後より詳細な提案が待たれる。また、 をどのように発展させて行くかについて、これから
J-PARC 全体の建設が一段落したことを受けて、物

の 5 〜 10 年の戦略を議論して頂く予定である。

構研として今後の MuSAC の目的や位置づけをどう

※昨年度組織された「J-PARC 戦略会議」は所長の

するかについて再検討が行われている。

私的諮問機関としてアド・ホックに作られたもので、

3-4)「J-PARC ミュオン戦略会議」

その位置づけが曖昧であったため一旦解消すること

J-PARC では当初「第一期計画」と呼ばれていた

とした。

部分の建設が完了したが、それに続く「第二期計画」
については現在のところ予算上の目処が全く立って
いない。MUSE についても第一期計画の中で認めら
れていた陽子一次ビームラインに続き、つくば地区
から東海地区への「移行」経費によりようやく１本
のミュオンビームラインを完成・利用に供するとこ
ろまでは漕ぎ着けたが、残りのビームライン（超低
速、および表面ミュオンビームライン）や実験装置
群をどのように整備して行くのかについて、コミュ
ニティの意向も踏まえながら具体的な戦略を練る必
要に迫られている。さらに、MuSAC-VII の項でも
触れたが、KEK 素粒子原子核研究所からビームラ
インの長期占有を必要とする実験提案がなされよう
としているなど、当初想定されていなかった事態が
生起しつつある。
そこで、このような事態に対処するとともに、
MUSE の中長期戦略を検討するための機動的な諮問
委員会として、物構研所長の下に「J-PARC ミュオ
ン戦略会議」を組織することが検討されている。現
行の物構研の運営組織では共同利用実験審査委員会
（PAC）が実験課題の審査だけでなくこのような重
要事項を審議する会議体としての役割も担っている
が、PAC の位置づけが研究所の運営会議（法人化
前の「運営協議会」に相当）の下になっていること、
委員が多人数のために機動性を欠くきらいがあり、
その性格も必ずしも施設・設備の専門家ばかりでは
ないこと等を考慮し、所長の下に比較的少人数の委
員会を作る方向で検討中である※。なお、これに
は PAC の位置づけの変更を含め、いくつかの手続
きを経る必要があるため、今年度については暫定的
に PAC の下に戦略会議を置くこととして発足した。
メンバーは門野良典（KEK-MSL）、久野良孝（阪大
理）、小池洋二（東北大工）、下村浩一郎（KEK-MSL）
、
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J-PARC ミュオン施設

三宅

J-PARC センター
ミュオンセクション
康博、ミュオンｗｇグループ

2009 年１月より、共同利用実験が開始された。RFQ のトラブル、ミュオンの超伝導ソレノイ
ド冷凍機等の不調もあったが、無事、2008 年度後期 RUN（1-2 月）として、一般課題 5 課題、
2009 年前期 RUN（6 月）として、一般課題 4 課題、1 プロジェクト課題が執り行われた。ミュ
オン装置グループは、限られたビームタイムを用いて、ビームチューニングを推し進めるととも
に、負ミュオンの取り出し、特性 X 線の測定、ビームスライサーの試験等を精力的に推し進め
ている。
1. Decay-Surface ミュオンチャネル
KEK で長年、使用していた四重極電磁石、偏極
電磁石、DC セパレータ等を改造し、MLF 第 2 実験
ホール内に D1, 及び D2 実験エリアの設置を行った。
図１に Decay-Surface ミュオンチャネルの様子を示
す。殆どすべてのコンポーネントが中古であり、必
ずしも口径が十分とはいえないために、ミュオンビ
ームの輸送段階でのロスは、ある程度は覚悟せねば
ならない。その条件下で、ビームチューニングの進
展を示したのが図２である。表面ミュオンビームの
場合、１ＭＷ換算でおよそ 8x106/ 秒が現在得られ
ている。１ＭＷ達成時には、世界最高強度のパルス
ミュオン源が誕生したといって良いだろう。

図 2.

装置グループは、Decay-Surface ミュオ

ンチャネルのチュウニングを進め、1MW 換算
で、およそ 8 x 106/s の表面ミュオン、106-7 の
図１．Decay-Surface ミュオンチャネルの様子。
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2. 装置グループ実験、共同利用実験
現在、D1 実験エリアには、256 個のシンチレー
ションテレスコープからなる µSR 装置 (64 x 2 上
流 , 64 x 2 下流 ) が設置されている。KEK で使用し
ていたダイオメガ分光器を改造し、横磁場 200 G
、縦磁場は、1.5kG までの µSR 実験が可能である。
立体角は 8%程度である。D2 実験エリアには、現
在のところ µSR 実験装置はなく、Ge を用いた負ミ
ュオン実験や、素粒子原子核並びにイメージングプ
レートの実験などが簡易に行える環境となってい
る。
装置グループとして、ビームチューニングを推し
進めると共に、髭本らによって準備されたビーム

図 3. 修理中の超伝導ソレノイドオンライン冷

スライサーによるパルススライスにより半値幅で

凍機

37ns の時間分解能を達成した。また、ストラッサ
ーが用意した時間情報を繰り込んだ DAQ システム
により、天保小判の負ミュオン X 線測定が二宮等
によって行われ、精度のよい特性 X 線測定に成功
している。
また、2008 年度後期 RUN (1-2 月 ) として、一
般課題 5 課題、2009 年度前期 RUN(6 月 ) として
一般課題 4 課題（Li 遷移金属酸化物に於ける Li 拡

４．2009 年度のミュオンｗｇの予定
4-1

冷凍機コールドボックス圧空弁修理

ミュオン施設に置ける超伝導ソレノイドの冷却に
はオンラインヘリウム冷凍機 TCF50 を用いている
が本機はつくば地区から移設されたもので、製作よ

り 9 年を経過している。今年 1 月には、1 週間ほど、
散（トヨタ中央研究所）、鉄ヒ素系超伝導体の µSR、 トラブルの為にユーザーランを執り行うことができ
半導体、グラファイト生成標的で崩壊した負ミュオ なかった。従って、3-4 月にビーム休止時に、コー
ン崩壊電子測定等）、1 プロジェクト課題（ｆ電子

ルドボックス圧空弁について、その健全性を担保す
系物性実験）が執り行われた。ビーム強度が弱く、 る作業を行った。これまで一切メンテナンスを行う
且つ 50％程度の Duty ではあったが、いくつかの ことができず、不具合がみつかった、４つ（CV152,
めざましい成果が J-PARC MUSE の結果として、発
表されたことは誠に喜ばしい限りである。
３．2009 年度のビームの予定
2009 年 1-2 月並びに 6 月の陽子ビーム強度は、

CV814, CV817, CV818）についても下村が中心と
なって電空変換器の交換並びに、ダイアフラムの交
換を行った。8 月には、大がかりのメンテナンス作
業を行う予定である。

最大 20kW であった。更に、RFQ のコンディショ
ニングの為に 2 日ビームがでたら、1 日はブレイク
する条件でのビームタイムスケジュールであり、共
同利用のユーザーの方々には、ご迷惑をおかけした。
夏休み期間に、加速器グループでは、最大限の努力
を払って、チャンバーの改造、クライオポンプの増
設を含む様々な RFQ の改造等を行う予定であると
の事である。加速器の方々の努力に感謝すると共に、
11 月には、100kW のビーム強度を期待している。
乞うご期待。
図 4．回転標的チェンバーとグラファイト回転
標的
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4-2

ミュオン回転標的の R&D

現在の固定ミュオン標的では黒鉛材の放射線損傷
のために 1MW 時には寿命が約半年であるが、長寿

生、吉岡先生に多大のご指導を賜っている。2009
年度中に基幹部分を製作し、2010 年夏に設置する
予定である。

命化をはかるために回転標的方式へ移行することを
計画している。このとき、軸受けが寿命を決めるこ

4-4

スーパーオメガチャネル

ととなるが、加熱、回転を行い軸受けの寿命評価を

J-PARC MUSE でしかできない大強度超低速ミュ

行う試験機を牧村等が中心となって製作した。予定

オンビームラインの建設計画予算を 22 年度の概算

では、今年度中に R&D を終了させ、来年度には、 要求として提出した。正否は年度末までわからない
回転標的実機の設計、製作に取りかかりたい。

が、世界中のユーザーが待ち望んでいる画期的でユ
ニークな超低速ミュオンビームラインを一刻も早く

4-3 キッカーシステム

日本の地に誕生させるのがこれからの最重要使命だ

J-PARC の 3GeV 陽子ビームは、２バンチ構造を

と捉え、J-PARC MUSE を充実させていきたいと考

とっており、各々のパルスの時間差は 600ns であ

えている。その一環として、科研費を用いて、現

る。D1,D2 実験ポートに有効に 1 バンチ毎のミュ

在超伝導湾曲ソレノイドのテストコイルを NbTi、

オンパルスを輸送する為に、藤森、ストラッサーを

MgB2 線材を用いて製作し、足立、池戸等が中心と

中心にキッカーデバイスの開発を行っている。ノイ

なって低温試験を行っている。図 6 に、計画され

ズの発生の抑制、パルス構造の設計等の極めて複雑

ている超低速ミュオン用スーパーオメガミュオンチ

な電源設計に関しては、加速器の小関さん、松本先

ャネルの模式図を示す。

図 5．D1, D2 で同時にミュオン TOF 実験が可
能なように、キッカーデバイスの開発を行って

図 6. 計画されている超低速ミュオン用スーパ

いる。

ーオメガミュオンチャネルの模式図
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理研−ＲＡＬ支所ミュオン施設

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
渡邊 功雄
１．理研ＲＡＬ外部評価委員会
すでに『めそん 2009 年春号』にて簡単に報告い

告がおこなわれ、科学的見地から評価を受けました。
また、委員の方々による理研 RAL ミュオン施設現

たしましたが、理研 RAL ミュオン施設は、2007 年

場の視察が行われ、ポート１からポート 4 まで、

11 月および 2008 年 11 月と 2 度にわたり、仁科

各実験エリアの担当者からの施設に関する説明をう

加速器研究センター長による外部評価委員会を開催

けました。加えて ISIS 全体の視察も行い、理研と

いたしました。英国 ISIS 所長である A. Taylor 氏を

ISIS との長年にわたる国際協力関係の成果を実感し

委員長に、スイス PSI 研究所・中性子ミュオン施設

ていただけました。全ての発表と視察の後に委員の

長の K. Clausen 氏、カナダ TRIUMF 研究所副所長

方々による議論が行われ、理研 RAL ミュオン施設
の J .M. Poutissou 氏、Oxford 大の S.J. Blundell 氏、 のパフォーマンスを含め、µSR、Slow Muon 計画を
山梨大教授の鳥養映子氏、KEK 教授の今里純氏の はじめとして、µCF などのミュオン基礎科学に関し
6 名の委員による評価を受けたました。2007 年の

て高い評価を得ることができました。委員長からの

第一回は英国 RAL のゲストハウスであるコスナー

コメントが書式として仁科加速器センター長へ提出

ズハウスにおいて 2 日間にわたり実施されました。 され、第一回の外部評価委員会は終了いたしました。
第一回委員会の主旨は理研 RAL ミュオン施設にお 第二回外部評価委員会は、2008 年 11 月、理研和
けるサイエンティフィックな結果の評価です。理研

光キャンパスの仁科加速器研究センターで執り行わ

RAL ミュオン施設の現状報告に引き続いて µSR 物

れました。第二回委員会の主旨は、第一回委員会以

性研究のトピックス、µCF トピックス、Slow Muon

降の一年間に得られた実験結果の評価と理研 RAL

計画、ミュオン原子実験、ミュオン寿命測定等の報

の将来計画の評価を行うことです。また、その評価

第一回外部評価委員会の様子
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をもとに、理研 RAL ミュオン施設の運営期間に関

続しています。現在、高圧中における µCF 研究実

する提言をいただくことにありました。第 1 日目は、 施のための準備を行っています。高圧標的は製作段
仁科加速器センター長より評価委員会の全体主旨の

階に入っており、2009 年度内に高圧試験等を終了

説明の後、各実験エリア担当者よりこの 1 年間に

させ、実際の準備に備える計画です。トリチウムを

おける実験結果のトピックスの報告が行われた後、 2009 年度内に新しいものとし、2010 年の実験再
若手ポスドクの方々を含め理研内研究者による各自

開へ向けて準備中です。

の研究成果の発表が行われました。翌日、理研 RAL

４－２． ポート 2

ミュオン施設の将来計画の基本方針を理研 RAL 支

ポート 2 では 2009 年度より高圧 µSR の実践投

所長の松崎氏より、また各実験エリア担当者から各

入を行っております。最高印加圧力 6.4 kbar と低

エリアにおける具体的な将来計画の説明が行なわれ

めですが、ヘリウムガス圧を用いているために、室

ました。また、審査委員を中心とした仁科加速器研

温から最低温度の 2 K まで均一でかつ安定した圧力

究センターの見学会も開催されました。最終的な答

を連続的に印加できるのが特色です。

申として、理研 RAL ミュオン施設における 2 つの

ヘリウムガスは高圧ポンプと高圧ピストンを組

研究領域（µSR 物質科学研究および超低速ミュオン

み合わせ発生させます（詳細は I. Watanabe et al.,

の開発研究）を柱として、今後 7 年半の運営延長

Physica B 404, 993-995 (2009) を ご 参 照 く だ さ

が推奨されました。この答申は、審査委員長のアン

い）。このため、試料交換をおこなう必要がなく、

ドリュー＝テーラー氏より、2009 年 4 月に開催さ

いったん試料をセットした後、ビームタイムを無駄

れました仁科加速器研究センターの外部評価委員会

にすることなく実験を効率的に進めることが可能で

へ報告されました。

す。最高印加圧力が 6.4 kbar と低めですが、やわ
らかい有機系物質や低圧物性に興味がある対称物質

２．第５回実験課題採択委員会（ML-PAC）
第 5 回目の理研仁科加速器研究センター物質・

には有効です。また、ミュオンを停止させるに十分
な試料をセットする必要があり、現状では、1 g ～

生命科学実験課題採択委員会 (ML-PAC) を 2009 年

2 g 程度の試料が必要なところに難点があります。

9 月 3，4 日に開催します。応募課題としてミュオ

高圧実験実施に関する詳細は、理研 µSR スタッフ

ン物性研究領域として 17 課題、ミュオン原子分子

によくご相談ください。

研究領域として 1 課題を審査いたします。
３．2009 年度ビームタイム実施記録
2009 年中の理研 RAL におけるミュオン科学研究
課題は次のとおりです。
① 2008/5 サイクル（2009 年 2 月 10 日 - 3 月 26
日）：ミュオン物性実験は理研側 19 課題、イギリ
ス側 3 課題を実施。この間、ISIS ビーム供給トラブ
ルによりが約 10 日間停止。
② 2009/1 サイクル（2009 年 5 月 19 日 - 6 月 25
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。
③ 2009/2 サイクル（2009 年 7 月 7 日 - 8 月 13 日）
：
ミュオン物性実験は理研側 9 課題（レーザー実験

高圧セル本体（CuBe 製）

２課題を含む）、イギリス側 2 課題を実施。
一方、ポート 2 ではレーザー照射実験が開始さ
４．各実験ポートの現状

れております。今年度より RAL 側スタッフとなり

４－１．ポート１

ました Pavel Bakule 氏を中心として実際の実験が

ポート 1 ではミュオン触媒核融合（µCF）研究を継

数テーマ展開されだしました。レーザーはポート 2
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レーザー µSR 装置のセットアップもしくはレー
ザーのチューニングに時間を要することがありま
す。このため、レーザー µSR はマシンサイクルの
先頭にアレンジされる傾向があり、実験日程がこの
理由で制限を受ける可能性があります。このため、
研究計画立案には十分理研側スタッフと事前にご相
談くださいますようお願いいたします。レーザー
µSR の撤去は数時間で可能であるため、レーザー
µSR に続いて通常の µSR 展開することは可能です。
レーザーの運転にはある程度の専門知識を必要と
し、レーザー装置へ破損を与えない操作が必要です。
加えて、共同研究体制を整備し実験を遂行する必要
ポート 2 のレーザー導入路

がありますため、レーザー µSR 実験の研究計画立
案においては、くれぐれも理研スタッフとの事前打
ち合わせを実施してくださいますようお願い申し上
げます。
µSR の 超 低 温 環 境 実 現 の た め に 2008 年 末 に
Leiden Cryogenics の希釈冷凍機（MCK50-100）を
導入しております。最低到達温度は実測で 22mK
です。高温側は 2K 程度まで利用可能です。
試料は Bottom Load 式で真空中に設置されます。
試料設置から最低温度到達までは日中の作業時間の
みで約１日～２日必要であるため、十分な余裕をも
った作業計画が必要です。試料交換には、クライオ
スタットの昇温を含めて約３日必要です。試料は真
空中に設置され試料ホルダー（高純度銀板）からの
片面冷却ですので、粉状試料や特殊環境を必要とす
る試料の設置にはある程度特殊な準備が必要とされ
る場合もあります。希釈冷凍機実験を計画する際に

ポート２へのレーザー導入ダクト

の外に設置され、レーザーダクトを通じてポート 2
内に供給されます。
レーザー導入のため、通常の µSR に用いること
が可能な低温用クライオスタットは利用できなくな
ります。レーザー実験に関しては 10K 程度まで冷
却が可能である Mini Cryostat を用いることになり
ます。将来計画として 2K 程度まで冷却可能なクラ
イオスタットの導入を予定（クライオスタットはす
でに購入済み）であり、今後のレーザー µSR 研究
環境の整備を急ぐ予定です。

「めそん」No.30, 2009 年

秋

冷却試験中の希釈冷凍機

21

特集「各施設現状」

は理研 µSR スタッフと試料条件に関して十分な事
前打ち合わせをおこなってください。
希釈冷凍機はこれまで 2 度の大きなトラブルが
3

4

４－４．ポート 4
新しい第２µSR スペクトロメータの製作を完了
し、ポート 4 に設置しました。すでに簡単な報告は

あり、 He- He Mixture Gas を 2 度総取替えしてお

前号の『めそん』に掲載いたしました。このスペク

ります。このため、現在 Mixture の最適条件を再

トロメータは、大口径で大きな間隙（約 160mm）

度さがしているところで、最低温度が 50mK は達

をもつコイルの組み合わせ電磁石と 600 個のミュ

成できても 22mK のレコードを再現しづらい状況

オン崩壊電子検出器から構成されております。特に

になっております。今後は、Mixture の最適条件を

広い磁石ギャップは、レーザー照射や電場印加など、

探すとともに、安定した稼働状況を整えることを目

多様な µSR 環境を設置するために用いることが可

指しております。

能にします。

2008 年から 2009 年にかけてポート 2 では低
温機器を整備しました。3He クライオスタットを
１台追加し、3He クライオスタット 2 台体制で常
時 300mK を切る測定を可能にしました。新しい
3He クライオスタット（Oxford Instruments 社製
HELIOX-VT）は、トップロードタイプなので試料
交換に数時間しかかかりません。また、試料ホルダ
の前後に試料を設置できるために、効率のよい測
定を可能にしております。このような低温機器の
整備に伴い、微小試料でも低温測定が可能である
Fly-Past 環境を整えつつあります。 Fly-Past 環境
は、試料を真空中にぶら下げるため、真空中でも安
定な試料であることが望まれます。理研 RAL にお
ける Fly-Past 環境は、はすでに Mini Cryostat で実

ポート４に設置された第２スペクトロメーター

現されており、室温から 5K までの冷却時の簡便な
測定に用いられております。固体試料で数 mm 角

現在、友野・川股両氏を中心としてミュオンビー

のような微小試料でも、ミュオンのカウントレート

ムを用いた全体のシステム調整実験が進行中です。

は激減しますが、解析に十分な低バックグランドを

600 本におよぶカウンターの調整を行い、きれい

実現しております。現在、石井氏の努力により旧型

な µSR ヒストグラムを取得することが可能になり

3

の He クライオスタット（ボトムロード式 Oxford

つつあります。カウンター立体角は従来の µSR ス

Instruments 社製 HELIOX）の Fly-Past 真空容器を

ペクトロメータをやや上回るよう設計されており、

製作中であり、2009 年秋以降、もしくは来年早々

より多目的な実験条件を実現可能にすることを計画

に導入予定です。低温での Fly-Past 環境は、クラ

しております。

イオスタットの真空の取り扱い等の問題もあり、ビ
ームを無駄にしない効率的な実験を行うためにマシ
ンタイムを十分アレンジする必要があります。後述
するポート 4 での第 2 スペクトロメーターの運用
ともあわせてより効率的な実験を推進できるように
運営形態を検討中です。
４－３．ポート 3
ポート 3 は Slow Muon ビームの発生に関する基
礎的な実験を行うポートです。現在、電気配線系の
再配置を行っている最中です。2009 年末には再配
置を完了し、実験の再開を目指しております。
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第 2 スペクトロメータに設置されるカウンター

た 10 月 3 日以降のマシンタイムが急遽取りやめに

の詳細は、次の文献をご参照ください。D. Tomono

なりました。これに伴い、11 月最初のサイクル当

et al., Nucl. Inst. Meth. A 600, 44-46 (2009)。

初に 2 週間マシンタイムが付加されました。なお、

一方、ポート 4 における µSR 環境整備の一貫と

2009 年内における理研側および英国側 µSR 実験予

して、ポート 2 とポート 4 をまたぐ新たな実験プ

定は現在策定中です。今後、マシンタイムが認可さ

ラットフォームの設計を開始いたします。これまで

れている共同研究者の方々へ連絡を行う予定です。

はポート 2 外でクライオスタット等の冷却を行い、
実験開始時にクライオスタットをクレーンでエリア
内へ運搬する形態をとっておりましたが、可能なか
ぎりプラットフォーム上での作業が可能になるよう
なデザインを行う予定です。設計作業を秋くらいか
ら開始し、2010 年度中の設置完了を目指しており
ます。このプラットフォームが完成することによっ
て、ポート 2 とポート 4 で同時もしくは交互によ
り効率的なマシンタイム運用を可能にします。RAL
のダブルパルスを 2 つに分け、ポート 2 とポート
4 にどのように分配するかという問題も残ります
が、これまで以上に多くのビームタイムをアレンジ
することを可能にする計画です。
第 2 スペクトロメータの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しており
ます。川股・友野両氏を中心として作業が進められ
ており、その性能試験実験も同時に進行しており
ます。これまでのＲＡＬのデータ収集システムは、
Front-End で用いられている MACS システム（RAL
の Francis Pratt 氏の開発）と組み合わせることに
より、これまで同様なデータ収集作業を可能にする
計画です。すでに試験的な µSR 時間スペクトルを
測定するにいたっており、今後実際のミュオンビー
ムを用いた調整を実施し、よりオプティマルな条件
を設定していく計画です。
５．2009 年 9 月以降のビームタイム
現在 RAL よりアナウンスされている 2009 年 9
月以降のマシンタイムは次のとおりです。
2009/3：2009 年 9 月 15 日 – 10 月 3 日（18 日）
2009/4：2009 年 11 月 10 日 – 12 月 21 日（40 日）
以下は暫定です。
2009/5：2010 年 2 月 2 日 – 3 月 18 日（44 日）
2010/1：2010 年 4 月 20 日 – 5 月 20 日（30 日）
10 月 8 日に RAL ターゲットステーション II の
開所式が執り行われます。このとき英国政府より
VIP の訪問が予定されており、VIP へ ISIS 加速器施
設を紹介する目的のため、当初予定されておりまし
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日本原子力研究開発機構先端基礎研究センター
日本原子力研究開発機構
先端基礎研究センター
髭本亘
日本原子力研究開発機構・先端基礎研究センタ
ーでは現中期計画が本年度で終了するのに伴い、
2005 年度から進めてきた µSR 研究も来期からまた
新たなスタートを切ることになる。現在来期のグル
ープ編成についての議論が行われ、機構内での調整、
ヒアリング等が進んでいる。本稿では原子力機構先
端研におけるミュオン科学研究についての現状を述
べる。
１．現在の体制
µSR 研究は、アクチノイド化合物磁性超伝導研究
グループ（グループリーダー

芳賀芳範）の中で行

われており、µSR による研究を進めている人員は職

電磁石から下流側のビーム取り出し部の設置を行っ

員１（髭本）、博士研究員２（伊藤、二宮）、客員研

た。上図の丸で囲んだ部分が我々の機器設置部分で

究員２（Heffner、西山）になる。現在ミュオン科

あり、ビームブロッカー、電磁石（及び電源）、ビ

学を推進する職員の公募を行っている。既に募集は

ームキッカー（スライサー）及びコリメーターか

締め切られ、選考の上、1 名を採用予定（2010 年

らなる。現在この先には KEK-MSL で使用していた

4 月 1 日着任予定）である。

µSR 用分光器（大オメガ分光器）が設置されており、
µSR 実験に用いられている（これらについては前号

２．研究について

の『めそん』に詳しく述べた）。

J-PARC ミュオン施設において「プロジェクト研

現在引き続いて µSR 実験装置の拡充を行ってい

究」を開始した。このプロジェクト研究は希土類化

る。D1 ポートでは現在液体ヘリウム利用の冷凍機

合物などのｆ電子化合物の新規な磁性や超伝導の解

が使用可能であるが、我々はヘリウムフリーで運転

明を目指したものである。まず Dy 系の多極子秩序

できる GM 冷凍機をベースとした冷凍機を製作中

の研究からはじめており、それと共に様々なｆ電子

であり、予定通り稼動すれば 2K 程度までの低温実

多体系における磁性と超伝導を中心とした研究を行

験が液体ヘリウムを用いずに行うことができる。こ

っていく。また、ミュオニック原子からのｘ線測定

の冷凍機は、低バックグラウンドを目指した構造に

によるミュオニック原子における化学効果の解明や

なっており、また試料の交換が簡便であるなど従来

元素分析など負ミュオンを用いた研究も開始してお

の冷凍機の問題点をかなり改善したものになってい

り、実験装置の整備を含めて行っている。

る。今後動作試験を行い、早期に実験に用いること
ができることを期待している。また、コリメーター

３．J-PARC ミュオン施設における実験機器の整備

の改良により、コリメーター部に止まったミュオン

これまでミュオンビームラインにおいて機器設

からの影響を減らし、バックグラウンドとなるイベ

置を行ってきた。我々は主として D1 ポートの DB3

ントの軽減を図っている。これは効果があることを
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確認しており、今後も引き続き S/N 比を改善する
よう改良を加えていく。さらに D1 ポートに負ミュ
オンを取り出すための電源改造を行った。これによ
り 10 月からは負ミュオンを用いた µSR 実験（µ-SR）
が D1 ポートで可能となる。
４．ビームスライサーの運用開始
2009 年 6 月にビームスライサーの試験に成功し
たのでそれについて述べる。
ミュオン施設における主要な実験のひとつである
µSR 実験では、ミュオンビームのパルス幅が時間
分解能を決める。特に J-PARC はダブルバンチ、即
ち陽子ビームは 40ms 毎に 2 つのパルス（パルス
幅は 1MW 時に 140ns 程度になる予定）が 600ns
前後して連続してやってくる。ダブルバンチの場
合、µSR 信号はそれぞれのバンチが作る信号の重ね
あわせとなり、解析等が複雑になるだけでなく、一
部の情報が失われる場合がある。これらの問題を
打破するために、JAEA 先端基礎研究センターでは

からの信号を示し、シングルバンチ化されているこ

ミュオン D1 実験装置に高速作動（立ち上がり時間

とがわかる。またこれにより得られた µSR 信号で

（10-90 %） 約 20ns、 ± 86kV、 パ ル ス 幅 300ns） も（上図）最初のバンチの影響が除かれているため
のパルス電場によるミュオンビームキッカーを設置

にアシンメトリーの増大が見られていることなどを

し、ダブルバンチの分離及びシングルバンチの一部

見ることが出来る（これは各バンチのミュオンのや

のみを切り取ることでパルス幅の減少を行うことを

ってくる時間が異なり回転の位相が異なるためであ

可能とした。このビームキッカー（ビームスライサ

る）。さらに電場を印加するタイミングを調整する

ー）は主として表面ミュオン（29MeV/c）のミュ

ことでパルスの一部のみを切り取り、パルス幅を大

オンパルスの制御を目指したものであり、磁気秩序

幅に減少させるパルススライスモードでの運転にも

状態の観測や、超伝導における渦糸格子の観測な

成功した。下図はこの様子を示し、パルス幅を約半

ど様々な実験において有効である。2009 年 6 月の

分に減らすことに成功している。このモードはビー

Run24 においてこのビームスライサーのミュオン

ム強度の低減も伴うが、30ns 程度までビーム幅を

ビームを用いた試験を初めて行った。下図は磁場に

短くできることから、時間分解能が必要な実験にお

より曲げたビームのうち 2 番目のバンチのみを電
場により引き戻すことにより分離した際のミュオン
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特集「各施設現状」

いては重要となる。特に 1 MW 時には極めて有用

トピックスは原子・分子科学、基礎物理・化学、強

であると考えられ、今後は実際の実験において用い

相関電子系、半導体、金属・合金、高分子、表面科

ると共に、タイミング、磁場、電場に関しての調整

学、ナノテクノロジ―、生物・医学応用、産業応用、

を続け、様々な状況での最適化条件を求めていく。

研究施設、ビーム開発、装置開発と物質科学を広い
範囲で取り上げる。また、J-PARC ツアーも行う予

４．国際シンポジウム ASR2009 について

定であり、この期に多くの方々が参加していただけ

先端基礎研究センターでは毎年異なるテーマによ

ればと考える。なお、会議のプロシーディングスは

る国際シンポジウム ASR を主催している。本年度

Journal of Physics, Conference Series として出版予

はミュオンおよび陽電子を中心とした「エキゾチ

定である。

ック粒子」を利用した科学をテーマとした国際シ （詳しくは Web サイト
ンポジウム Advanced Science Research Symposium

http://asrc.jaea.go.jp/asr_ja/co_p/ASR2009.htm

2009 (ASR2009)~ Positron, Muon and other exotic

を参照ください。）

particle beams for material and atomic/molecular
sciences ~ を 2009 年 11 月 10-12 日に、茨城県東

以上

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。本シンポジウ
ムでは、陽電子、ミュオン、及び、その他のエキゾ
チック粒子ビームを用いた基礎・応用研究の最新の
成果と産業応用や研究施設の現状について、国内外
からの招待講演（国内 10 名、国外 10 名）と一般
講演（口頭・ポスター）をもとにした討論を行う。
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µSR から眺めた分子キラル
磁性体の磁気構造
理化学研究所
岩崎先端中間子研究室
大石 一城

1.

に門野さんの二人の恩師に出会えたことをとても感

はじめに
筆者が µSR 実験を始めたきっかけは、恩師であ

謝している。

る秋光先生から学部４年生の卒業研究のテーマをい

大学院進学後は、µSR をプローブとした磁性と超

ただいた時だったと記憶している。反強磁性量子ス

伝導の研究を行った。博士論文では「ミュオンスピ

ピン梯子系物質 (La,Sr)CuO2.5[1] における磁気的基

ン回転法を用いた第二種超伝導体の磁束状態の研

底状態のキャリア濃度依存性の研究が卒研テーマで

究」と題し、第二種超伝導体の磁束状態における準

あった。梯子格子系物質は、２次元スピン 1/2 ハ

粒子構造についてまとめた。従来、BCS 理論で記述

イゼンベルグ型反強磁性鎖を何本か並べて隣り合う

される s 波超伝導体では、渦糸の中心においてのみ

鎖を反強磁性的につないだ梯子型格子モデルを示し

超伝導ギャップが消失するため、低エネルギー準粒

ており、鎖の数が偶数本の場合、スピンギャップの

子はコア付近に束縛状態を形成する。コア中の準粒

存在及び高温超伝導の可能性が示唆されていた。二

子励起スペクトルは常伝導状態での励起スペクトル

本足梯子格子系物質 LaCuO2.5 は T N = 125 K の反強

にほぼ等しく、渦糸はコヒーレンス長ξ程度の半

磁性絶縁体であることが NMR [2] 及び µSR [3] によ

径を持つ常伝導電子コアと見なすことができると

って報告されており、La サイトを Sr で置換してい

考えられていた。ところが、比熱の磁場依存性の

くと金属的な振る舞いへ変化することが電気抵抗率

測定において、clean limit ( 平均自由行程 l » ξ ) に

測定から示されていた [1]。筆者テーマは、Sr 置換

近い場合、それが混合状態での準粒子励起から期

した系での基底状態を µSR 法を用いて調べること

待される磁場 H に線形に依存するのではなく、む

であり、試料合成並びに µSR 実験を行うことにな

しろ H 1/2 に比例することが明らかになった。一方、

った。この物質は高圧下でのみ合成が可能であるた

dirty limit (l < ξ ) に近い場合、渦糸を単純に常伝

め、物質を発見された京大化研高野研究室に泊まり

導電子コアと見なすことができ、渦糸一本あたりの

込みで試料作製に何度も出かけ、µSR 実験に必要な

比熱はγ N πξ 2 T ( γ N は常伝導状態での電子比熱

（大きなボリュームの）試料を超高圧装置で何度も

係数 ) となり磁場に依存しない。渦糸の数は H / Φ 0

何度も圧して 5 種類の Sr 置換量の試料を準備した。 ( Φ 0 は量子磁束 ) で与えられるので全体の比熱は磁
作製した試料を持参して初めて µSR 実験を行った

場に比例する。超伝導を特徴づける基本的な長さで

研究所は、理研 -RAL ミュオン施設だった。初めて

ある磁場侵入長λは準粒子励起を反映する物理量で

の µSR 実験は、初めての海外渡航でもあったため、 あり、磁場あるいは温度に対する振る舞いを調べる
µSR 実験はもちろん海外の研究者と接するなど、と

ことで準粒子励起構造の知見を得ることが可能とな

ても刺激的な体験をすることができた。まだ右も左

る。博士論文では、上述した特徴を有する第二種超

もわからなかった学部生の筆者に µSR 実験を一か

伝導体 Y(Ni,Pt)2B2C [4-6]、FFLO 状態が示唆される

ら教えてくださったのが、当時理研に所属されてい

CeRu2 [7] 及び当時超伝導特性が発見された MgB2

た門野さんでした。筆者が研究者として第一歩を踏

[8] に注目し、µSR 法を用いて観測した磁場侵入長

み出すにあたり、学部 4 年のときに秋光先生並び

λ、磁束コア半径ρ v の磁場依存性及び温度依存性
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の結果をまとめた。
学位取得後、高エネルギー加速器研究機構 物

磁性体では右巻きと左巻きの部分が副格子あるいは
ドメインとして結晶中に半々で同居しているため、

質構造科学研究所で研究機関研究員として勤務

磁気構造のキラリティがバルクの性質として表に現

し、 頂 点 塩 素 を 有 す る 銅 酸 化 物 高 温 超 伝 導 体

れる事はまずない。（この事情は有機合成における

Ca2-xNaxCuO2Cl2 の 磁 気 相 図 の 研 究 [9]（2005 年 8

光学異性体でも同じで、両者を作り分ける不斉合成

月 International Society for µSR Spectroscopy か

の研究で日本人を含むノーベル化学賞受賞者が出た

ら Young Researcher Awards を受賞）及びキラル

事は記憶に新しい）ところが、分子キラル磁性体で

を 有 す る 分 子 磁 性 体 [Cr(CN)6][Mn(S,R )-pnH(H2O)]

は反転対称性を持たない結晶構造のどちらか一方を

(H2O) の 磁 気 構 造 [10-12]（Journal of the Physical

選んで合成する事ができるので、その格子点に貼付

Society of Japan (2006 年 6 月 号 ) で Papers of

けられた磁気モーメントがキラルな磁気構造を持て

Editors’ Choise (JPSJ 注目論文 ) として表彰）に関

ば、それがそのままバルクの性質として表に現れる

する研究を行った。その後、日本原子力研究開発機

可能性がある。もともと有機磁性体は無機結晶に比

構先端基礎研究センターで博士研究員として、プル

べて構造のブロックである分子やその組み合わせに

トニウム超伝導体 PuCoGa5 における自己照射効果

大きな自由度があり、以下に述べるような光学活性

の研究 [13,14] 及び重い電子状態形成に関する研究

が問題になるような場合、光に対して透過性に優れ

[15-17] を行った。2008 年 4 月から現所属で基礎

ているという点でも有利である。これらの理由から、

科学特別研究員として、µSR 法による量子臨界点近

分子キラル磁性体の合成とその物性研究は最近注目

傍における磁性と超伝導の研究を行っている。また

を集めている分野の一つである [18]。

現在では、世界のミュオン施設の中でも唯一、理研

分子構造がキラリティを持つかどうかは光に対す

-RAL ミュオン施設でのみ実験可能であるレーザー

る応答 - 旋光性（円二色性）- として直接的に現れ

を試料に照射して行う µSR 実験、更には次世代ミ

ることが知られており、立体化学の分野ではそのよ

ュオンビームとして期待されている超低速ミュオン

うな光応答を用いて不斉原子の存在を調べるのが一

ビームの開発に取り組んでいる。

般的である。一方、キラルな磁気構造がどのような

振り返ってみると、卒研生で µSR 実験を始めて

バルクの性質として現れるかについて、現時点で必

以来、気づくと 14 年が経過している。上述したよ

ずしも明確になっているわけではなく、それを解明

うにこれまで、超伝導と磁性に関する研究を精力的

する事がこの系における重要なテーマでもある。な

に行ってきた。その中から本稿では編集部の方から

かでも一つの興味深い可能性として、ある種の光学

の依頼もあり、分子キラル磁性体の研究成果につい

活性 - 磁気円二色性 - を示すのではないかという予

て参考文献 [11] に掲載した記事を基に紹介させて

想がある。物質が示す磁気円二色性としてはファラ

いただく。

デー効果や磁気カー効果などが既に知られている
が、これらが巨視的なスケールでの磁場（あるいは

2.

分子キラル磁性体の磁気構造

磁化）の下で現れる性質であるのに対して、キラル

分子キラル磁性体とは、その結晶構造が反転（鏡

な磁気秩序をもつ物質ではそのような巨視的な磁場

映）対称性を持たない有機化学合成物質で、なおか

なしで（ゼロ磁場下で）磁気円二色性を示すと予想

つ磁性を示すものを指す。有機化学の世界では分子

されているのである [19]。両者を区別するために、

構造が反転対称性を持たない性質を指してキラルと

前者が単に「磁気円二色性」と呼ばれるのに対し、

称するので、有機合成の手法を用いて得られるその

後者は「磁気キラル円二色性」と呼ばれている。磁

ような磁性体は「分子キラル磁性体」と呼ばれる。 気キラル円二色性がキラルな磁性構造の持つ一般的
いずれにせよ強調されるべき点は、この名称があく

な性質であるとすると、磁性と光の新たな結合チャ

まで「結晶構造がキラル（鏡映対称性を持たない）」 ンネルとして基礎・応用の両面からも大変興味深い。
であることを指すのであって、磁性が発現したとき

だが、問題はまずいかにしてそのような「キラルな

にその磁気構造がキラルかどうかは自明ではない、 磁気構造」を同定するかである。
という点である。
例えば、普段我々が手にするコニカル／ヘリカル

28

測定に用いた試料は、グリーンニードル（化学
式 Cr(CN)6[Mn(S )-pnH(H2O)](H2O)、 呼 称 は 黄 緑 色
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の針状結晶として得られることによる）と呼ばれる

散乱によるバックグラウンドが大きい。また、(2)

物質である。（(S,R )-pn は (S,R )-1,2- ジアミノプロパ

一般に少量の試料しか得られない、(3) その割には

ン ; (S )-pn と (R )-pn は光学異性体）図 1 の磁化測定

単位格子が大きく、どうしても磁気散乱強度が弱く

の結果からも示唆されるように、38 K 以下で磁気

なる、というわけである。もちろん (1) については

秩序（Mn と Cr イオンによるフェリ磁性）を示す

試料を重水素化することによりある程度軽減される

[20]。図からも推察されるように、結晶構造は斜方

が、いつでもそれが可能というわけでもない。その

晶で P 212121 という反転対称性のない点群に属して

ような困難にもかかわらず、後で紹介するように中

おり、Mn と Cr イオンが磁性を担っている。

性子グループは結晶構造 S 体のグリーンニードルに

ところで磁気構造を知りたい場合、誰もが最初に
考えるのは中性回折実験である。しかし、一般に有

ついて、その平均的な磁気構造をある程度まで明ら
かにすることに成功している [12]。

機磁性体というものは中性子回折実験にあまり向か

一方、µSR は上述の中性子回折とはあらゆる意味

ないようである。なぜなら、まず (1) 水素をたくさ

で相補的である。中性子の回折パターンの各点が、

ん含んでいるため、それらからのインコヒーレント

規則的に並ぶ結晶格子点上の多数の磁気モーメント

図 1：グリーンニードルの結晶構造（水素は省略）。八面体はシアノ基で囲まれた Cr イオンを表す。
磁化曲線から見られるように、38 K 以下で Mn-Cr モーメントによるフェリ磁性を示す。
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からの散乱波の重ね合わせ（＝試料全体積の平均） 話を簡単にするために両者の合成モーメントを矢印
として見えているのに対し、µSR で得られるスピン

で表し、a 軸から少しずれる可能性も考慮して可能

回転信号は、格子点の隙間に止まったミュオンに対

な磁気構造の一つを模式的に描くと図 2a) のように

してその最隣接格子点上にある磁気モーメントが及

なる。キラルな磁気構造というと磁気モーメントが

ぼす双極子磁場の大きさだけで決まっている。従っ

螺旋状に回転する様子をイメージしてしまうが、図

て、磁気構造の周期性を調べるのには回折実験が断

2 を見ると必ずしもそのような状況を考える必要が

然有利であるが、単位格子中で磁気モーメントがど

ないことが分かる。なぜなら、a) の磁気構造を結

う並んでいるかに限ってみれば µSR でもある程度

晶構造もろとも鏡映変換したものがもとの磁気構造

のことは調べる事が可能であり、特に乱れが大きい

と重ならなければ、それはキラルな磁気構造を持つ

（実効的な単位格子が大きく回折強度が小さい）場

と言えるからである。b) は格子点の配置も含め a)

合には µSR の方に分がある場合もあるわけである。 を鏡に映したような磁気構造を表しているが、明ら
ただし、そのためにはミュオンのサイトを決めなけ

かに a) とは右手と左手の関係にあって相互に重な

ればならない。

らない。こうして見ると、もともと反転対称性を持
たない結晶構造の格子点に貼付けられた磁気モーメ

3.

µSR で探る磁気構造

ントが作る磁気構造は鏡映対称性を持たない可能性

研究者の間では時々「µSR では磁気構造を決めら

が高いことが推察される。例外としては、例えば単

れない」という会話を耳にすることがある。これは

一の不斉中心を持つ分子一種類からなる結晶で、そ

ある程度状況を言い表してはいるが、必ずしも正確

の中の一部の原子のみが磁性を担っているような場

ではなく、第三者に対しては誤解を招く言説でもあ

合である。この場合、分子を点とみなした構造が鏡

る。実際、µSR 単独で磁性体の磁気構造が原理的に

映面を持つような結晶構造であれば、たとえ分子構

決められない、ということはない。ただし、そうす

造まで含めた結晶構造がキラルであったとしても、

るためにはまず単結晶試料を用意し、結晶軸と磁場

磁気構造自体にはキラリティはなくてもよい。（例

の角度Θを変えながら磁気モーメントが及ぼすミュ

えば L 体の酒石酸分子からなる仮想的な結晶を考

オン位置での内部磁場 B ( Θ ) の大きさを測定する

え、配位子の一つの原子だけが磁気モーメントをも

必要がある。さらに、その結果を様々な磁気モーメ

つとしよう。このとき分子を点とした仮想構造が立

ントの配置パターンとミュオンサイトの組み合わせ

方対称であれば鏡映対称な磁気構造も可能である。）

から予想される角度依存性と比較することにより磁

グリーンニードルの場合、磁性イオンの格子点が作

気構造を推定することができる。（このときミュオ

る構造が既に鏡映対称性を持たないため、そのよう

ンのサイトも同時に決まることに注意。）しかし、 な例外的な状況を考える必要はなさそうである。
これは「言うは易く行うは難し」といった測定であ
って、現実にこのような測定と解析が行なわれた例
は数える程しかない。今回の分子キラル磁性体につ
いては、試料の量を優先せざるを得ない状況から多
結晶粉末試料を対象とした測定を考えなければなら
ず、このような詳細な測定は望むべくもなかった。
そこで、直接磁気構造を決める代わりに考えついた
のが結晶構造上互いに鏡映関係にある S 体と R 体
中での内部磁場を比較することである。
ここでもう一度実際の物質を念頭に置きながら、

図 2：結晶構造がキラルな磁性体の磁気秩序状
態にミュオンを注入した場合の模式図。矢印は

キラルな磁気構造がどういうものかを考えてみよ

磁気モーメントを表す。a) を光学異性体の一

う。図 2 はグリーンニードルを b 軸方向から眺め

方としたとき、b) は結晶構造、磁気構造とも

たような模式図である。中性子回折実験 [12] によ

に a) と鏡像関係にある。c) は結晶構造のみ a)

れば、Mn および Cr の磁気モーメントはお互い逆

と鏡映関係にある場合に相当（磁気モーメント

向きでほぼ a 軸方向に沿って並んでいる。そこで、

は任意に取った）。
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さて、ここまでは理詰めで追いつめられるわけだ

う。図 4 中の周波数スペクトルは図 3 の S 体の磁

が、最終的にどうしても実験で確かめたくなるのは、 気秩序状態でのデータをフーリエ変換して得られた
実際に S 体と R 体の間で磁気構造も鏡映関係にあ

ものだが、少なくとも 4 つの異なる周波数に対応

るかどうか、という問題である。常識的には磁性イ

した内部磁場を感じている事が分かる。これは非等

オン間の相互作用は結晶構造で決まっていおり、磁

価なミュオンサイトが少なくとも 4 種類あること

気構造も結晶構造にいわば「貼り付いている」と考

を示している。そこで、中性子回折から得られてい

えられるので、当然磁気構造も鏡映関係にあるだと

る平均的な磁気構造をもとに、磁気秩序状態での内

うと期待するのが自然である。だが、これだけ複雑

部磁場の大きさと、常磁性状態での核磁気モーメン

な結晶構造になると、鏡像どうしの間で相互作用や

トによる緩和率の大きさという 2 つの測定量を再

磁気モーメントの符号まで含めてそっくりひっくり

現するようなミュオンサイトを探すと、図 5 中の f 1

返るのか、またその結果として磁気構造も鏡像のよ

~ f 4 に示されるような 4 つのサイトが割り出される。

うになるのかについてはそれほど自明ではないよう

これを眺めると単位格子中にほどほどに散らばって

に見える。これを確認するのに最も手軽な方法とし

おり、それぞれのサイトで最隣接にある磁気モーメ

て思いつくのが、S 体と R 体それぞれについてゼロ

ントからの内部磁場をモニターしているようすが伺

磁場 µSR 実験を行なうというものである。図 2 の

える。最後に図 4 はもっとも内部磁場が大きい f 1

ように、ミュオンはどこか一定の格子間位置に止ま

サイトについて、S 体と R 体でその温度依存性を比

ってそこでの内部磁場を見るわけだが、ミュオン

較したものであるが、これもまた完全に一致してい

サイト自体は静電相互作用（と弱い水素結合）で

る。状況は他の 3 つのサイトについても同様である。

決まっていて磁気構造自体には左右されず、S 体と

R 体の間で鏡像関係にあると考えられる。そこで図
2a)、b) のように、もしミュオン周辺の磁気構造も
鏡映関係にあれば、ミュオンサイトで検出される内
部磁場は（符号を除いて）同じ強さになっているは
ずである。一方、もし c) のように a) と鏡映関係に
ないような磁気構造をとれば（仮にそれ自体磁気的
にキラルであったとしても）ミュオンが検出する内
部磁場は違ったものになるだろう。これは具体的に
双極子テンソルを考察してみれば明らかで、図の

a 軸に平行でない成分が b) と c) では異なる。ただ
し、唯一の例外は磁気モーメントが全て鏡映面の法
線である a 軸に平行な場合で、このときは内部磁場
では b) と c) の区別がつかない。中性子回折実験か
らは a 軸からのずれは数度以内という上限が出てい
るが、結晶構造に基づいた理論的な考察からは確か
に小さな角度ではあるものの Dzyaloshinski-Moriya
型の相互作用で周期の長いコニカル磁性が現れるこ
とが強く示唆されており [21]、磁気モーメントが a
軸に完全に平行というような特別な状況は実現して
いないと考えられる。
ここで実際に µSR 実験を行なってみた結果を図
3 ~ 図 5 に示す [10]。図 3 は S 体と R 体それぞれ

図 3：グリーンニードルの光学異性体 [GN-(S )

について得られたゼロ磁場 µSR タイムスペクトル

および GN-(R )] 中で得られたゼロ磁場 µSR タイ

をいくつかの典型的な温度について示したものであ

ムスペクトル。見やすくするため各温度のスペ

るが、両者が瓜二つであることが見て取れるであろ

クトルは縦軸をずらして表示してある。
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図 2 での考察から、これらの結果は確かに S 体と R
体の間で磁気構造が互いの鏡像関係にあることを示

4.

おわりに
左右両系のキラル磁性体を用意し、それぞれの磁

気秩序状態においてミュオンが感じる内部磁場を実

したものと言えるだろう。

際に比較してみた、というのは筆者の知る限りこれ
が初めての試みのようである。結果は両系で全く同
じに見えた、ということで磁気構造も互いに鏡像関
係にあるらしいことが分かったわけだが、逆にこの
実験結果だけを手にしていたとして、測定対象の磁
ZF-µSR
GN-(S)
GN-(R)

40
30
20
10

Fourier Power [a.u.]

Frequency [MHz]

50

0

0

0

f

◇ 2

f3
f4◇
◇

気構造がキラルかどうかを結論できるかというとそ
うでもない。前節で考察した仮想の「酒石酸キラル
磁性体」を考えてみればわかるように、これがもし
単純な反強磁性体であったとしてもミュオンが感じ

GN-(S)

る内部磁場は左右両系で同じである。残念ながらそ
の意味では、このような実験は磁気構造のキラリテ

f1

ィを判定する決定的な方法とはならない。一方、も

●

し左右両系の磁性体で同様の測定を行なった結果、
ミュオンの内部磁場が違って見えたとしたら、少な

10 20 30 40 50 60
Frequency [MHz]

10

20
30
Temperature [K]

40

くとも結晶構造に付随して鏡像関係にあるような磁
気構造のキラリティはない、と結論する事はできる。
この点、今回のようなゼロ磁場 µSR 測定実験が比

図 4：ゼロ磁場 µSR スペクトル中に現れる 4

較的手軽に行なえる事を考慮すると、キラルな磁気

つの周波数成分 ( 挿入図 ) のうち、最も内部磁

構造をもつ磁性体の候補者をふるいに掛ける実験手

場の大きいサイトからの信号 (f 1) について、2

法としてはそれなりに利用価値があるのではないか

つの光学異性体中それぞれの信号周波数の温度

と思われる。

依存性をプロットしたもの。

図 5：グリーンニードル結晶中のミュオンサイト（図中 f 1 ~ f 4 は図 4 の各信号に対応）。右図は f 2 サ
イトを含む ab 面内について、核磁気モーメントで決まる常磁性状態での内部磁場（上段）、および
Mn、Cr の磁気モーメントで決まる磁気秩序状態での内部磁場をプロットしたもの。実際にはこれを

c 軸方向に動かしながら計算し、両方の内部磁場の値が実験値を再現するようなサイトを探した結果、
図中のように f 2 サイトが同定された（他の信号成分についても同様）。
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本稿の元になった成果は、当時 KEK 物構研のメ
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10) 2006 年 663 頁。

力機構先端研 )、S.R. Saha 氏 ( 現所属 Maryland 大

[12] A. Hoshikawa, T. Kamiyama, A. Purwanto, K.
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である井上克也氏、今井宏之氏 ( 現所属 チッソ株
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り、当時の学術創成研究「新しい研究ネットワーク
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による電子相関係の研究—物理と化学の真の融合を

Fluss, D.E. MacLaughlin, L. Shu, W. Higemoto and

めざして—」（代表：茅幸二）の支援を受けて行な

T.U. Ito, Phys. Rev. B 76 (2007) 064504.

われた事を明記し、ここに感謝の意を表したい。

[14] 大石一城、めそん 第 27 号 2008 年 35 頁。
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東北大学 大学院工学研究科
応用物理学専攻
低温・超伝導物理学分野
小池研究室 足立匡

1. はじめに

一つに「電荷・スピンストライプ秩序」があります。

私達の研究室（東北大学大学院工学研究科応用物

このストライプのゆらぎが電子間の引力になると言

理学専攻低温・超伝導物理学分野：小池研究室）の

われているのですが、コンセンサスは得られていま

紹介をと編集長から仰せつかりました。「めそん」 せん。そこで、私達の研究室では、様々な高温超伝
での新企画ということもあって、右も左もわからな 導体におけるストライプの普遍性とその性質につい
い状況ではありますが、研究室の雰囲気が伝わるよ

て、輸送特性、磁気特性などから調べています。ま

うな読み物になっていればと願う次第です。

た、他研究機関とも協力して、µSR、磁場中輸送特性、
中性子散乱、NMR、ラマン散乱などから多角的に

2. 研究内容紹介
私達の研究室は、固体中の多数の電子が織りなす
エキゾチックな物性（超伝導、磁性、電荷秩序等）
のメカニズムを種々の実験手段を用いて解明し、新

研究を進めています。中でも、µSR には力を入れて
います。詳しくは後述します。
その他、「高温超伝導体における超伝導の不均一
性」に関する研究も行っています。これは、試料中

しい機能性材料を開拓することを目指しています。 で超伝導領域が不均一に分布する現象を調べるもの
その中で、(i)1986 年に発見されて以来、多くの人 ですが、この現象が T c のキャリア濃度依存性を説
を惹きつけてきた高温超伝導のメカニズムの解明、 明しうることから、私達はこの現象を重要視してい
(ii) 室温超伝導物質の発見を目指した新しい高温超
伝導物質の探索的研究、(iii) 近年発見された、スピ
ンが大量の熱を運ぶ物質、あるいは、スピン状態の
変化によって熱伝導率が劇的に変化する物質に関す
る研究を柱としています。以下に、これらの研究に
ついて、それぞれ述べていきます。
2.1. 高温超伝導のメカニズムの解明を目指した高温
超伝導物質および関連物質の物性研究
高温超伝導のメカニズムは、未だ明らかになって
いないというのが一般的認識と思われます。何がわ
かっていないのかといえば、「電子対を作るための
引力は何か？ひいては、どうして超伝導転移温度

図1

T c が高いのか？」ということですが、これに関して、

試料を取り付ける様子。笑顔は撮影用です。普

10 年以上前から候補として挙げられていたものの

段は真剣な表情で行っています。
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ます [1,2]。
上記に代表される研究を行う上で必須なのが良質
な単結晶試料です。我々は、浮遊帯域（フローティ
ング・ゾーン）法を用いて、様々な高温超伝導体の
良質な単結晶を育成してきました（図 1）。例えば、
La 系：La2-x(Sr,Ba)xCu1-y(Zn,Ni)yO4 [3]（ 図 2）、La2(Nd,Eu,Gd)ySrxCuO4、La2-x(Sr,Ca)xCaCu2O6、Bi 系：

x-y

(Bi,Pr)2Sr2Cu1-yZnyO6+.、Bi2Sr2Ca1-yYyCu2O8+.、123
系：(Ca,La,Ba)3Cu3O7-.、 電 子 型：Pr1-xLaCexCuO4 な
どが挙げられます。単結晶の育成は、昼夜を問わず
1 週間以上続くので大変な作業ですが、成功した時
の喜びはひとしおです。学生さんはその成功を夢見
て日夜頑張っています。（本当に夢を見て、朝起き
たら育成が失敗していた学生さんも時々見かけます
が・・・）

10 mm
図 23. La
La2-x
BaxCuO
（x
0.11）大型単結晶.
2-xBa
xCuO44（
図
x ==0.11）
大 型 単 結 晶。
育成当時は世界最高の Ba 濃度を有するもので
した。この育成に成功したおかげで、筆者は受
賞、賞金などのご褒美をもらい、某陸上選手の
言葉である「走った距離は裏切らない」を体験
しました。

図3

第 3 の電子型高温超伝導体 LixSr2CuO2Br2

の発見に関する説明パネル。研究室の入り口に
掲載されています。新聞記事とともに、物質の
合成に成功した当時博士課程後期 1 年の梶田
君の写真も載せています。

2.2. 新しい高温超伝導物質（究極的には室温超伝導
があります。実際、この方法を用いて、私達は、第

物質）の探索的研究
銅酸化物超伝導体を発見した J. G. Bednorz と K.

3 の電子型高温超伝導体と言われる LixSr2CuO2Br2

A. Müller の論文にある「超伝導研究の最先端は新

[4]（図 3）、層状 Nb 酸化物 Lix(Rb,Cs)Sr2Nb3O10 [5]

物質の探索的研究である」を念頭に、新しい超伝導

の合成に成功してきました。

体の発見を目指しています。以前の超伝導物質探索

・水酸化物溶融塩法による合成

の手法は、大がかりな装置を用いた高圧合成法が主

NaOH、KOH などの水酸化物塩を 300 - 400℃で融

流でした。一方、我々は、より簡便でコストを低く

解させたものに原料を入れることで、目的の物質が

抑えることのできるソフト化学法に着目し、進めて

極めて短時間で合成できます。例えば、酸化物超伝

きました。その代表的なものを以下に記します。

導体 Ba1-xKxBiO3 はわずか 1 分で良質な試料を合成

・電気化学的インターカレーション法によるキャリ

できます [6]。さらに、この溶融塩に電極を挿入し

アドープ

て電圧を印加することで、単結晶の育成も可能にな

通常の方法（元素置換など）ではキャリアドープ
が困難な試料に対して、Li などを電気化学的にイ

ります。これらの溶融塩は酸化力が非常に強いため、
特に高価数を持つ物質の合成に有利です。

ンターカレーションすることで、キャリアがドープ

その他、イオン交換法による新物質合成も行って

されます。この方法は、室温で行えること、キャリ

います。また、電子レンジによる高温超伝導体の合

ア量を自在に制御できることなど、多彩なメリット

成 [7] など、既成概念にとらわれない斬新な手法も
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開発しています。学生の皆さんは、新超伝導物質を

を細かく系統的に変化させた試料を用いて実験でき

発見して一発当ててやろうという野心に満ち溢れて

る、などが挙げられます。

います。

これらのメリットを活かした研究の例として、
La 系超伝導体 La2-xSrxCu1-yZnyO4 における不純物置

2.3. 低次元量子スピン系物質におけるスピンによる

換効果の研究を紹介します。ストライプ秩序は不純

熱伝導の研究

物によって安定化することが輸送特性の実験から示

固体物理学の教科書には、熱伝導に寄与するキャ

唆されていましたが、磁気的に安定化しているかど

リアとしてフォノンと伝導電子が挙げられています

うかはわかりませんでした。そこで、私達は、超

が、最近、Sr2CuO3 や Sr14Cu24O41 のような低次元

伝導が出現する幅広いホール濃度領域（x = 0.10 –

量子スピン系物質において、スピンがフォノン以

0.30）において、非磁性不純物 Zn を 0 - 10 %まで

上に大量の熱を運んでいることが発見されました

細かく変化させた試料を用いて µSR 実験を行いま

[8,9]。これらの物質は電気的には絶縁体ですので、 した [11-13]。その結果、Zn を 2 - 3%置換した試
電気的絶縁性高熱伝導材料としての応用も期待でき

料で、低温で速いミュオンスピン緩和を観測し、磁

ます。

気相関が非常に発達していることがわかりました。

また、最近、量子スピン系の物質において、スピ

また、この磁気相関の発達は超伝導が出現する幅広

ン状態の変化によって熱伝導率が劇的に変化する物

いホール濃度領域で見られることも特徴です。これ

質がいくつか発見されています。たとえば、我々は、 らの結果は、ストライプのゆらぎと超伝導の発現に
TlCuCl3、Pb2V3O9 において、低温・強磁場下で発

何らかの関係があることを示しています。

現するマグノンのボーズ・アインシュタイン凝縮相

こ の 他 に も、 不 純 物 を 置 換 し た Bi 系、Y 系 超

で熱伝導率が著しく増大することを発見しました

伝導体における µSR 実験からストライプ相関の発

[10]。このメカニズムはまだよく分かっていません

達を観測してきました [14,15]。これらの研究は、

が、熱伝導率の測定がスピン状態の変化を検出する

µSR のメリットを活かした先駆的なものでした。

プローブとして有効であることは確かです。私達は、

私達は、主に英国 ISIS の RIKEN-RAL、スイスの

スピンが大量の熱を運んでいる物質の開発とスピン

PSI 研究所、日本の KEK で実験を行ってきました。

による熱伝導のメカニズムの解明を目指して研究を

今後は、稼働し始めている J-PARC でも研究を展開

続けています。

していきたいと考えています。

熱伝導の測定には単結晶試料が不可欠です。私
達 は、 前 述 の フ ロ ー テ ィ ン グ・ ゾ ー ン 法 に よ っ
て (Sr,La,Ca) 14 Cu 24 O 41 、SrCu 2 (BO 3 ) 2 、Cu 3 B 2 O 6 、

4. 研究室の雰囲気・行事など
私達の研究室には、現在教職員 5 名、ポスドク

L a 2 C u 2 O 5 、 L a 8 C u 7 O 1 9 、 C a 2 - x Y 2 + x C u 5 O 1 0 、 1 名、博士課程後期 1 名、博士課程前期 10 名、学
Sr2Cu1-xPdxO3、SrCuO2、Pr2V3O9、Sr2V3O9 等 の 良

部 4 年生 6 名の計 23 名が在籍しています。比較的

質な単結晶を育成してきました。この中には、世界

大所帯であるため、研究テーマも多彩ですが、週 1

初の大型単結晶も含まれており、大型単結晶を用い

回のミーティングとセミナーを通じて、互いの研究

た他研究機関との共同研究も進んでいます。

に精通し、意見交換をしています。私の印象では、
学生の皆さんは「よく学び、よく遊ぶ」という感じ

3. µSR による研究の紹介

です。「よく学ぶ」だけ、「よく遊ぶ」だけの学生さ

前述のストライプ秩序に関する研究において、 んはいません。これも研究室の雰囲気の賜？でしょ
µSR は強力な測定手段であり続けています。その理
由として、(i) ミュオンが極めて高感度な磁気プロ

うか。
研究室の年間行事は以下のようになっています。

ーブであるため、ストライプのゆらぎの状態、ゆら

4 月：お花見（新人歓迎会を兼ねる）

ぎがスローダウンした状態、磁気的に秩序化した状

5 月：応物専攻春季ソフトボール大会

態などを、それらの体積分率も含めて明確に見分け

6 月：応物専攻テニス大会

ることができる、また、(ii) 必ずしも単結晶試料を

7 月：オープンキャンパス

必要としないため、キャリア濃度、不純物濃度など

8 月：小池研シンポジウム、大学院入試、研究室旅
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行（1 泊 2 日）
9 月：物理学会、応用物理学会参加
10 月：応物専攻秋季ソフトボール大会、芋煮会
11 月：応物専攻駅伝大会
12 月：応用物理学会東北支部会参加、博士課程後
期予備審査会、忘年会
1 月：新年顔合わせ会、博士課程前期予備審査会
2 月：博士課程前期、後期本審査会、4 年次研修発
表会（次年度新 4 年生の歓迎会を兼ねる）、スキー
旅行
3 月：追いコン、物理学会、応用物理学会参加
となっています。これらを見て、行事に伴う飲み会
とスポーツ大会が多いなぁと思われるでしょうか。
（実際、研究室ホームページ（の写真館ではそんな
のばかりです）私達の研究室では、これらの行事を
全力でやり遂げます。飲み会では、誰も強要しない
のに大抵誰かが酔いつぶれます。スポーツに関して
は、5 名のスタッフのうち、小池教授を含めた 3 名
が野球とテニスが抜群にうまいこともあって、毎年
学生さんが入れ替わるにも関わらず、応物専攻のソ

ションの一つになるようです。発表の準備はしっか

フトボール大会、テニス大会、駅伝大会ではほぼ無

り行い、発表練習はスタッフが数回チェックします。

敵です！（なんて書くと、応物専攻の他の研究室か

このようなことは、研究室にとっても学生さんにと

ら怒られそうですが・・・）

っても大事なことかなと思います。

その他、学生さんには学会に積極的に参加しても

以上、まとまりのない文章で恐縮ですが、研究室

らっています。最近では、国際会議にも参加する

の紹介をさせて頂きました。私達の研究室は、杜の

学生さんが増えてきて、頼もしい限りです（図 4）。 都仙台の街を一望できる青葉山にある建物の 8 階
学生さんにとって、学会での発表は研究のモチベー

にあります。以前、集中講義にいらしたある先生が
「こんなに眺めのいい講義室（注：7 階にある）は
初めてだ」とおっしゃっていました。私達は、多く
の緑に囲まれながら、日々研究（と遊び）に励んで
います。もし、ご興味がありましたら、下記の研究
室ホームページを訪れて頂ければと思います。
http://www.apph.tohoku.ac.jp/low-temp-lab/
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平成 20 年度研究室メンバーの集合写真。上段左から 3 人目が筆者。屋上からは、仙台の街

が一望できます。
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世界のミュオン施設を
利用して

大阪大学大学院理学研究科
中野 岳仁
１．はじめに

した．今日はその頃の気分を思い出しつつ，書いて

理研 RAL ミュオン施設の Port 2（µSR 実験用） みたいと思います．
の利用体験記を書かせていただきます．そもそもの
本企画の趣旨は，「ミュオン実験は経験があるけれ
ども，他の施設はどんな様子なんだろう？」あるい

２．最初の関門〜現地到着
理研 RAL ミュオン施設のある英国は遠いです．

は，「ミュオン実験なんてしたことないけど，どん

実は，私にとって国内では原研が一番遠いです．距

なふうに行われているのだろう？」と言った方々の

離ではなくて時間の話ですが．飛行機に持ち込みに

疑問に答え，今後利用される方々に有用な情報を提

くい試料容器などを携行するために新幹線＋常磐線

供することである，と理解しています．逆に，「そ

で行くからで，阪大からですと６時間くらいかかり

んなことはもう知っておる」という読者の方々にと

ます．英国へはその倍以上かかりますので，やっぱ

っては釈迦に説法になり，本稿はあまり役に立たな

り遠いです．当たり前ですね．で，最初の関門とい

いかもしれません．何卒御了承下さい．

うのが，出国時にあります．英国への入国審査は比

さて，まず少し私事を書かせていただきます．私

較的厳しいことで知られていますが，お間違えのな

の専門は，ゼオライトと呼ばれる多孔質結晶中に原

いように．私の言っているのは，関空での出国時の

子が数個から数十個程度集まった集団であるナノク

話です．我々の試料は大気との反応性が極めて高い

ラスターを配列させた新しい物質を作り，その物性

ため，ミュオンを通すマイラーシートの窓を付けた

を解明することです．特にアルカリ金属クラスタ

気密セルに試料を封入し，さらにそれを小型のデシ

ーを配列させた系では，s 電子であるにも拘わらず

ケータのようなもの（小振りの缶コーヒー程度のサ

種々の磁気秩序状態が発現し，その起源に興味を持

イズ）に密封して携行します．それを測定する試料

っています．私はドクターを取るまでほとんど外部

の数だけ，多いときは４つも５つもバッグに忍ばせ

施設での実験をしたことがありませんでした．組成

ている訳です．極めて怪しいです．従って，飛行機

を変化させた試料をひたすら作成し，磁化率，電子

に乗る前の手荷物検査はとても緊張します（緊張し

スピン共鳴，光学的性質等の基礎物性を調べていま

てたら余計に怪しいですけど．．．）．「この容器を開

した．そんな日々を東北大で送っていたのですが， けて下さい」って言われたら試料は死んでしまい，
ある日ふらっと ISIS の Francis L. Pratt さんが研究

出だしで実験の全てがオジャンになってしまいます

室を訪ねてこられました．本来は我々の隣にいらっ

から．幸い，今まで捕まったことはありませんが，

しゃった有機超伝導体がご専門の豊田直樹先生に用

今でも手荷物検査を通過して搭乗ゲート前まで無事

事があったのだと思います．私の英語力ではとても

にたどり着いた時には，実験が半分成功したと本気

聞き取りづらい Pratt さんの早口と格闘しつつ我々

で思います．決して大げさでなく．だから，外国で

の物質を説明し（それでも彼はとても我慢強く熱心

トランジットしなければならない便は可能な限り選

に聞いて下さいました），それが発端で，その後理

びません．異国で怪しい手荷物にケチを付けられた

研の渡邊功雄さんと具体的な打合せをさせていただ

ら，実験がオジャンになるどころか，どこへ連れて

いて，理研 RAL で実験をさせていただくに至りま

行かれるか分かりませんからねぇ．
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朝に関空を出て，ヒースロー空港からバス・鉄道・

磁気相転移の様子や，低温での局所磁場分布から磁

バス or タクシーと乗り継いで RAL に到着するのは

気秩序相について何か物を言う，といったスタイル

たいてい夜です．実験の交代は朝であることが多い

になることが多いです．また，必要に応じて，縦

ので，やや贅沢ですが，実験開始の前々日入りする

磁場測定で decoupling の様子を見ることも行いま

することが多いです．実験前日にはまず管理区域へ

す．粉末試料なので結晶方位を変えることもありま

の入館カードと線量計などを受け取る手続のために

せんので，測定条件として変化させるのは磁場と温

加速器制御室の方へ行くのですが，ここのスタッフ

度だけです．理研 RAL では，簡便な 4 K までのク

がたいてい地元の方で，独特の，なまりの強い英語

ライオスタットから，1.5 K 用，3He 用，希釈冷凍

を話されるので苦労します．本当になんとおっしゃ

機までが取りそろえられており，目的に応じてこれ

っているのか分からず，慣れてらっしゃる理研スタ

らを実験ポートに載せ替えて使用します．私は 1.5

ッフの方のお手を煩わせることが多いです．最初

K 用と 3He 用しか使用経験がありませんが，どちら

は「自分の習ってきた英語はいったい何だったんだ

も Oxford 社製の一般的なクライオスタットをベー

ろう？」と思うほどでした．無事にカードを受け取

スとして設計されており，使いやすく，温調も良好

れたら，実験ホールに入り，使用予定のクライオス

です．ただし，クライオスタットの設置にはクレー

タットが空いていれば試料装着・冷却などの準備を

ンが必要で，かつ繊細な操作が要求されるため，こ

させてもらって，後はのんびり過ごします．近隣の

の作業は理研スタッフの方のお手を煩わせなければ

街，Oxford や Abingdon に出かけることもあります． なりません．この点はビームライン毎にクライオス
パブに行くこともあります．何とも贅沢な時間です

タットが固定されている PSI とは少し様子が違いま

ねぇ．そして次の日からいよいよ実験開始です．

す．しかし，クライオスタットの真空引きや冷却な
どの準備は実験ポートの外で行えるため，ビームを
止めることなく準備が可能です．例えば１台を使っ
て測定をしながらもう１台に別の試料を装着して冷
却しておくといった事が可能ですので，時間のロス
はかなり軽減されています．一方，縦磁場はスペク
トロメータに設置されている電磁石で約 4000 G ま
で掛けられ，通常の decoupling 現象を観測するに
は十分です．ところで，ご存じの方は当たり前と思
われるかもしれませんが，この温度，磁場，そして
各スペクトルを何イベント分ためるか，といった測
定条件を決めておけば，驚くべき事に，全て自動で
連続測定が可能です．
最初に述べましたように，私は µSR 実験をさせ

写真１．クライオスタット準備の様子．

ていただくまでは外部施設での実験経験がほとんど
ありませんでした．わずかに，KEK-PF や SPring-8

３．実験の様子など

で軟 X 線を用いた分光を囓り始めたところでした．

基本的に我々の物質は得体の知れない磁性体で

測定内容にも依るでしょうし，現在はどうか知りま

す．往々にして，外部磁場に敏感な磁性が観測され

せんが，KEK-PF や SPring-8 では交代制で実験しな

ます．だからなるべくゼロ磁場での基底状態を知り

い限り全く眠れませんでした．従って，加速器を使

たいので，強い磁場の必要な NMR では不利な点も

った実験は徹夜が当然と思いこんでおりましたの

あります．また，ユニットセルが大きく，スピン密

で，理研 RAL での µSR 実験は測定メニューをプロ

度が低いので，中性子回折はつらいことが多いで

グラムに書いておけば自動で測定が進むという，ま

す．そこで，完全なゼロ磁場で高感度な実験が出

るで某社製磁化測定装置のような user friendly さ

来る µSR は有用です．と言う訳で，我々の実験で

に最初は驚きました．本当に最低限実験室にいなけ

は，ゼロ磁場 µSR スペクトルの温度変化を観測して， ればならないのは液体ヘリウムトランスファーと試
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料交換の時だけですから（実際には日中はずっと実
験室にいますが，それはデータを解析しつつ次の測
定メニューを考えているからで，要領の良い方はも
っと自由時間（あるいは日本で溜まった仕事をや
っつける時間？）を増やせるでしょう）．これだけ
user friendly なシステムを構築された理研のスタッ
フの方々には頭が下がります．User 側から見たそ
の辺の敷居は予想よりもずっと低く，すばらしいで
す．
あと，測定条件としてよく悩むのは，シングルパ
ルスで測るかダブルパルスで測るかです．J-PARC
も同じと聞いていますが，ISIS の陽子シンクロトロ
ンはそもそもダブルパルスで運転されています．こ
れを２パルスとも使えばイベント数は単純に倍だけ
稼げますが，時間分解能が悪くなります．キッカー
で１つのパルスを削る（実際には隣のポートに飛ば
し，そちらでも同時に他の実験ができる）と時間分
解能は良くなりますが，半分のミュオンしか使えま
せん．15-20 µs くらいまでの長いテールを丁寧に
取りたいときはダブルパルス，早い時間域の速い緩

写真２．1.5 K 用クライオスタットでの試料交

和をちゃんと見たいときはシングルパルス，と言う

換の様子．

ふうに使い分ければいいのですが，測ってみないと
様子が分からないことも多く，よく悩みます．シン

の一滴，ヘリウムガスは回収して再凝縮・再利用す

グルパルス - ダブルパルスの切り替えはキッカーの

るものである，というのが当たり前の日本の大学で

電源を on/off するだけで可能で，これは user でも

育った私は，理研 RAL での最初の実験の時，相当

操作できますので，必要ならば頻繁に切り替えるこ

驚きました．その時は Pratt さんに面倒を見ていた

とも可能です．残念ながらこれは自動測定には組み

だいていました．私が日本でやっている調子でヘリ

込めませんけれども，そこまで贅沢を言ったらきっ

ウムベッセルを加圧していると，「君は何をやって

と叱られますよねぇ．

いるのかね？」といった調子で，彼はガスボンベの

スペクトル１本を測定するのに必要な時間は，短

レギュレターをガバッと回し，トランスファーチュ

くて 10-20 分，特別な高統計精度を求めない限り， ーブの先端からモクモクと盛大に白煙（？）が吹く
長くても 1-2 時間です．感覚的には，実験が始まる

まで加圧し，クライオスタットにズバッと突っ込ん

と次々にデータが出てくると言った感じです．スペ

だのでした．そこからさらに加圧したかもしれませ

クトルはその場で解析することが可能ですので，様

ん．液面計はみるみるうちに 100%に達しました．

子がよく分かっていない試料ですと，データを見て

トランスファーの時はビームを止めて実験ポートに

解析関数を考えて，データが取れるそばから解析し， 入らなければならないのですが，液体ヘリウムなん
得られたパラメータをプロットして，続きの測定メ

かよりミュオンビームの方が遥かに高価である，と

ニューを考えてプログラムを書き加える，といった

いうことをこの時認識しました．後日，渡邊さんに

事の繰り返しで時間が過ぎていきます．そして様子

伺うと，いやそれにしても Pratt さんは豪快に加圧

が分かってきたら，複数の測定メニューを連続させ

する方である，とのご意見だったと記憶しておりま

た長めの自動測定を走らせて，ほっと一息入れる， すが．．．．最近は，あるいは，他の施設ではどうな
といった感じでしょうか．

のでしょうか．ビームが極めて高価であるとは言っ

ちょっと横道にそれますが，液体ヘリウムについ

てもヘリウムは限りある天然資源である，といった

ても少し書きたいと思います．ヘリウムの一滴は血

ニュアンスは加速器施設にはないのでしょうか．地

「めそん」No.30, 2009 年

秋

41

世界のミュオン施設

域差，お国柄や文化の違いもあるかもしれませんね．
今度，どなたかに聞いてみたいと思います．
そんなこんなで，３- ４日のマシンタイムはあっ
という間に過ぎていきます．実験ホール脇のコント
ロールルームで過ごす時間が長いですが，ここはゆ
ったりとしたスペースで，日本と法律が違うためで
しょうが，飲食が可能です（実際，放射線管理区域
内に飲料や軽食の自販機があります）．コーヒーを
飲んだり軽食をつまみながら，データ解析・議論・
雑談などなど，また，中性子実験で ISIS に来られ
た日本人研究者の訪問などもよくあって，楽しい
日々が過ごせます．また，自動測定がうまく行って
いるときは，Oxford や Abingdon に出かけて，買

写真４．パブのビタービールで実験の疲れを癒

い出しやパブに行くこともでき，充実した日々が送

やしているところ．

れます．
イギリスの料理はおいしくない，と言うのは定説
のようですね．しかし，私が最初に連れて行ってい
ただいたパブで食べた料理はとてもおいしく感じま
した．以下，その時の会話．
私：「意外においしいじゃないですか！？全然行
けますよ，これ．」
渡邊さん：「おいしいところにお連れしてるんで
すよ！こういうおいしいパブは１０軒に１軒もない
ですよ！！」
だそうです．どのパブに行くべきかは，理研スタッ
フの方に相談しましょう．しかし，ビールを飲むだ
けならどのパブでも楽しめると思います．あの生ぬ
るいビタービール，私は大好きです．また，実験中
写真３．コントロールルームでの１コマ．

は当然 RAL 内の食堂で食事を取ることが多いです．
時々，「ん ” ー？？？」と唸ってしまう味のものが

４．その他，生活環境など

あります．ものすごく塩っぽい，しかし他の味がし

RAL の宿舎は数年前に新築され，とても綺麗で快

ないスープとか，強烈に甘い大量のカスタードクリ

適です．しかし，高いです．朝食込みですが，１泊

ームとか．．．あとはもう忘れましたが．．．それも楽

50 ポンド近く払ったような気がします．円安の時

しみの１つ，話のネタと思って過ごしています．そ

期に行くと科研費で出張しても宿泊代は足が出そう

れでもイギリス料理がつらくなったら，Oxford や

ですねぇ．しかし理研から１名分は旅費をフルにサ

Abingdon へ行けば各国料理が楽しめます．インド，

ポートしていただけますので，それは非常に助かり

中華，タイ，イタリアン，和食．．．何でもあります．

ます．また，RAL の宿舎が満室の時は，Abingdon

特筆すべきはインド料理だと思います．Abingdon

など近隣の街の B&B を手配していただくこともあ

のカレー屋の猛烈に辛いカレーは私も挑戦しまし

ります．バスが通っていないところですと，理研ス

た．食べているときは（だけではなくて，その晩も，

タッフの方にお世話になってしまうので申し訳ない

翌朝も）辛くてつらかったはずなのに，どうしても

のですが，値段もリーズナブルで，当たり前ですが

また食べたくなるおいしさです． RAL に行かれる

極めてアットホームな雰囲気で，私は B&B にはよ

方は是非お試し下さい．

い思い出しかありません．
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い気持ちのいいところです．低い丘がぽこぽこと折
り重なった景色が遠くまで見渡せ，５月頃には一面
黄色の菜の花畑が広がります．敷地内ではウサギが
ぴょんぴょん跳びはね，４月には桜も咲きます．コ
ントロールルームでのデータ解析に疲れた時にふっ
と外に出ると本当に穏やかな気持ちになれます．幹
線道路に面し，排気ガスで埃っぽい阪大ではあり得
ないことです．
あいにく加速器がトラブルで止まってしまったと
きなどは，日本でためてしまった仕事をコントロー
ルルームや宿舎で処理していてもいいのですが，せ
っかくだからと割り切って，ちょっと出かけて楽し
むこともできます．RAL は交通の便がよいとは言
えませんが，イギリスの歴史ある街々や遺跡をちょ
っと楽しんでくる，といったことも十分可能です．
とりとめもなく書いてきましたが，理研 RAL は
日本から遠いことを除けば，自然環境も良く，理研
スタッフの方々のサポートのおかげで実験もしやす
く，データもどんどん取れて，料理もビールもおい
しくて，万一加速器が止まっても．．．．非常に充実
した日々が送れる場所であることを保証しますとお
伝えして，筆を置きたいと思います．
謝辞
この駄文を最後まで読んでくださった読者の
方々，いつもお世話になりっぱなしの理研ミュオン
スタッフの皆様，ISIS の Francis L. Pratt さんに心
より感謝いたします．
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スピン系の物理である。近年流行しているフラスト
レート系だけでなく、小さいスピン量子数と低次元

ＩＣＭ２００９
カールスルーエ：独逸

性が作り出す “ 量子性 ” がマクロに出現する物質群
についても多数の発表がなされた。中性子非弾性散
乱でエネルギー分散を直接観測した結果が多く見ら
れ、大規模施設を用いた実験による研究の進展の速
さを感じ、µSR の手法でも同等かそれ以上の成果を

独立行政法人理化学研究所
仁科加速器研究センター
岩崎先端中間子研究室
鈴木栄男
2009 年 7 月 26 日 か ら 31 日 ま で、 ド イ ツ
の Karlsruhe に お い て 世 界 最 大 の 磁 性 に 関 す る

Welcome party の様子

国 際 会 議、ICM09 (International Conference on
Magnetism) が開催された。三年ごとに開催される
会議で、前々回はローマ、前回は京都であった。開
催地が風光明媚な場所であることは参加者にとって
大変ありがたいことである。Karlsruhe は、バロッ
ク様式の塔を中心にして道路が放射状に広がった自
然豊かな街で、北側に宮殿があり、会場は街中心
から僅かに南に位置した辺りである。さて本会議
は、基礎物理から応用磁性、さらには医療技術まで
幅広くカバーしており、非常に多くの参加者で会場
は熱気に包まれていた。また、今回は、磁性との関
連という意味から鉄系超伝導体に関するセッション

Karlsruhe 城

も数多く行われており、磁性だけではなく物性全般
といった印象も多少受けた。夕方からのポスターセ
ッションではビールも販売され、ドイツ本場の味を
堪能しながら有意義な時間を過ごすことができたと
思う。内容が幅広く全てを網羅することはできない
ので、筆者が興味を持っている分野の発表について
感想を述べたい。一つ目は、銅酸化物高温超伝導体
である。擬ギャップ形成に関する招待講演が実験と
理論がそれぞれ一つずつ行われた。CuO2 面内に微
小渦電流が流れることで儀ギャップが形成されると
いう考えが最近のおおきな流れであるが、この考え
方でどこまで高温超伝導の物理を説明していけるの
か、今後の研究に興味が持たれる。二つ目は、量子
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出していきたいとの思いを強くした。
次の開催地は韓国の釜山とアナウンスされた。今
後の三年間で、磁性物理の世界にどんな進展がある
のか非常に楽しみである。

独立行政法人理化学研究所
仁科加速器研究センター
岩崎先端中間子研究室
Risdiana

Kongresszentrum in Karlsruhe

The International Conference on Magnetism

society also presented their current results. Dr.

(ICM) belongs to a series of conferences held

T. Suzuki and I from RIKEN presented pressure

once every three years under the auspices of the

effect on magnetic ground states in Tl(Cu1-xMgx)

International Union for Pure and Applied Physics

Cl 3 and µSR study of electron radical dynamics

(IUPAP) to provide a forum to the international

in regio-regular polythiophene. Dr. T. Nakano

magnetism community for discussion of new

from Osaka University presented the µSR study

concepts, properties, and developments in all

on antiferromagnetism of alkali-metals clusters

branches of fundamental and applied magnetism,

incorporated in Zeolite Sodalite. Dr. H. Kikuchi

as well as in magnet ic materials and their

from Fukui University presented magnetic order

applications. ICM 2009 held at the Congress Center

of the frustrated triangular lattice antiferromagnet

(Kongresszentrum) in Karlsruhe Germany on July

InMnO3. H. Maeter from Prof. Klauss’s group in TU

26 - 31, 2009 hosted jointly by the Universität

Dresden also presented their µSR study on the iron-

Karlsruhe and Forschungszentrum Karlsruhe, one

pnictide High-Tc superconductors.

of the twelve National Helmholtz Research Centers.

Next International Conference on Magnetism

These two institutions recently joined forces to

(ICM) will be held on July 8 – 13, 2012 at Bexco,

found the Karlsruhe Institute of Technology (KIT).

Busan, Korea (http://icm2012.org/). See you in

The scientific programs consist of 6 plenary talks,

Busan.

16 half-plenary talks and 41 invited talks. Almost
2000 contributed papers are presented for both
oral and poster presentations, 277 of them have
been selected for oral presentation. The program
focused on following topics: Strong Correlated
Electron Systems, Quantum and Classical Spin
Systems, Magnetic Structures and Interactions,
Magnetization Dynamics and Micromagnetics, SpinDependent Transport, Spin Electronics, Magnetic
Thin Films, Particles and Nanostructures, Soft and
Hard Magnetic Materials and their Applications,
Novel Materials and Device Applications, Magnetic
Recording and Memories, Measuring Techniques
and Instrumentation, and Interdisciplinary Topics.
Some researcher from muon spin relaxation
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講演者と思われる欧米からの参加者がちらほらとい
った感じであった。プログラムは、20 件の招待講

ＴＯＥＯ－６
有明ファッションタウン：
東京

演と９件の一般講演、そして約 170 件のポスター
発表で構成されていた。ポスター発表者には、ショ
ートプレゼンテーションのセッションが設けられ、
一人 1 分間でポスターの宣伝を行うことになって
いた。

大阪大学大学院理学研究科
三原基嗣

2009 年 4 月 15 日から 17 日にかけて、東京・
有明の東京ファッションタウンビルにおいて開催さ
れた、6th International Symposium on Transparent
Oxide Thin Films for Electronics and Optics
(TOEO-6) に出席した。日本学術振興会透明酸化物
光・電子材料第 166 委員会の主催により、1999 年

有明ファッションタウン

から東京において隔年で開催され、今回で 6 回目
を迎えるとのことである。議長は、重里有三氏（青

会議の内容についてであるが、全容をお知らせす

山学院大）、細野秀雄氏（東工大）、David S. Ginly

ることは、素人の私にはとうてい力及ぶところでは

氏（National Renewable Energy Laboratory, 米国）、 ないので、私自身の目線からの印象を少し述べさせ
Sang Yeol Lee 氏（Korea Institute of Science and

て頂くことでお許し頂きたい。おおかたの研究テー

Technology, 韓国）であった。透明酸化物薄膜を用

マは、成膜した試料の電気的または光学的特性、あ

いた様々な材料（透明導電膜、透明酸化物半導体、 るいは結晶性、表面や界面状態などについて調べ、
酸化物デバイス、フラットパネルディスプレイ、有

性能評価するといった内容のもので、材料の種類

機ＥＬ、太陽電池、光触媒、酸化物新材料など）に

や目的は多岐に渡っていた。その中で、酸化亜鉛

関する最新のトピックスに対応した国際シンポジウ

(ZnO) 関連についての発表が非常に多かったように

ムである。以前応用物理学会にて関連のセッション

思われる。インジウム - スズ系酸化物 (ITO) に代わ

で発表したためであろうと思われるが、薄膜は全く

り、より安価で安全な透明導電膜の材料として、あ

の専門外である私のところにも案内のメールが送ら

るいは青色 LED など、次世代の光学デバイスとし

れてきたのであった。見聞を広げるよい機会であり、
また我々の手法（µSR 及びベータ NMR）を紹介し、
興味を持ってもらえる人が現れてくれないかという
ことをほんの少しだけ期待して、国内で行われると
いうこともあり参加してみることにした次第であ
る。
さて、会場を見渡したものの、誰一人として顔見
知りはいないようである。参加人数は、各国の大
学、研究機関、及び少しではあるが民間企業から総
勢 200 名程度であった。国・地域の内訳は、日本
以外では、韓国、台湾など近隣のアジア諸国からの
参加がかなり多数あった。それに加えて、主に招待
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て非常に注目されていることを実感した。私自身は、
酸化チタン中の孤立窒素不純物の電子状態について
のポスター発表を行った。酸化チタン光触媒関連の
発表が他にもいくつかあり、また少ないながらも私
のポスターを訪れてくれた方々と議論を交わすこと
ができたのは大きな収穫であった。おかげで二日目
夜に開かれたバンケットでも孤立せずに済んだこと
に胸を撫で下ろした次第である。その他にも、ぺら
ぺらのシート状のディスプレイなど、夢のある最先
端の話を拝聴することができた。応用を強く意識し
た基礎研究の世界を少しでも垣間みることができ、
予想以上に楽しませてもらったシンポジウムであっ
た。
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万気圧を超える圧力を発生させたことでも知られて

高圧力科学と技術に
関する国際会議
台場、東京

います．本講演でも，いかにして 70 万気圧を達成
したかという歴史を熱心に語っていらっしゃいまし
た．巨大な高圧装置にミクロン単位の微小な工夫を
こらすことで，やっと 70 万気圧を達成できたとい
う内容で，非情に印象的でした．
ひきつづき，午後からは 4 会場でのパラレルセ

独立行政法人理化学研究所
仁科加速器研究センター
岩崎先端中間子研究室
石井康之

ッションとなりました．本会議は高圧力というキー
ワードで様々な研究分野からの発表が行われるた
め，内容は多岐にわたりました．超高圧領域での圧
力スケール，結晶学，高圧食品処理，衝撃圧縮など
の 7 つのシンポジウムが行われました．二日目午
前中には物性分野で今話題の，鉄ニクタイト系超伝

高圧力科学と技術に関する国際会議 (AIRAPT22)
が，日本高圧力学会主催の高圧討論会 (HPCJ-50)

導に関するシンポジウムも開催され，招待講演とし
て日大文理学部の高橋博樹先生が講演されました．

と合同で，2009 年 7 月 26 日から 31 日の日程で， この物質系の超伝導転移温度は，圧力に対して非常
東京のお台場で開催されました．会場となった東京

に敏感であるため圧力下での研究も盛んに行われ

国際交流会館は，ゆりかもめの船の科学館駅から徒

ていて，高橋先生が発表された LaFeAsO1-xFx の Tc

歩数分，日本科学未来館の隣にあり，折しも近隣で

が圧力により 26 K から 46 K まで上昇したという

は某有名ロボットアニメの等身大像が展示されて， Nature 誌の論文は，トムソン・ロイター社の The
夏休みという事もあり連日大勢の観光客でにぎわう

Red-Hot Research Papers of 2008（2008 年に理系

中での会議でした．等身大ロボット像は会議の出席

全般の世界で最も注目を集めた論文）の 11 位に選

者の間でもかなり話題になっており，ゆりかもめ車

ばれたとのことでした．一方で読者の皆様は当然ご

内から写真を撮っていた方も少なくありませんでし

存知のように，鉄を含む化合物でなおかつ磁気秩序

た．また，お台場は宙に浮かぶような球体で有名な

相と超伝導相が隣接（競合？）していることから，

テレビ局ビルや，逆ピラミッドを 4 ッツ組み合わ

µSR を用いた研究も盛んに行われております．筆者

せた様な東京国際展示場，宇宙船の様な体育館など

も是非拝聴したかったのですが，筆者が講演した ”

の奇抜な建造物が集まっている地域で，出席者はま

New developments using newtron and synchrotron

るで SF 物語の世界に入ったかの様な雰囲気を味わ

source” のセッションとは丁度同時になってしまい，

うことが出来ました．

聞く事が出来ませんでした．

会議は，高圧力の分野で最も権威のある賞，ブリ

そ の，”New developments using newtron and

ッヂマン賞の受賞講演で始まりました．ノーベル賞

synchrotron source” のセッションは，装置開発が

受賞者 P. W. Bridgman 博士の名を冠した同賞の今

主な主題で，この学会においては比較的人気の高い

年の受賞者は，カーネギー研究所地球惑星科学ラ

セッションのようでした．数十万気圧という圧力領

ボの所長，Russell Hemley 博士で，メダルは前回

域における新しい高精度な測定手法について，立ち

2007 年の同賞受賞者である東大物性研教授，八木

見が出るほどの超満員の会場で盛んな議論が交わさ

健彦先生から贈られました．

れていました．数十万気圧という講演が続く中，筆

引き続いて，日本高圧力学会賞の受賞記念講演が

者の 7 千気圧という µSR 技術の講演は，圧力とい

行われました．本年の受賞者は，人工大型超高硬度

う意味では見劣りしてしまうのではないかと心配し

ナノ多結晶ダイアモンド (NPD)，通称 HIME-DIA の

ましたが，好意的に受け入れて頂けた様で，µSR と

開発者で知られる愛媛大学地球深部ダイナミクス研

はどういう実験技法なのか，発生圧力を 2 万気圧

究センターの入舩徹男センター長でした．入舩教授

程度に向上させるためにはどうすれば良いか，とい

は，通称川井式プレスと呼ばれる８−６式二段アン

った点について，有益な議論が出来たと感じました．

ビルプレスを用いた高圧発生技術を最適化し，70

また，このセッションの最後の後援者は，物性研の

48

「めそん」No.30, 2009 年

秋

国際会議に参加して

八木健彦教授で，J-PARC における新しい高温高圧

され，筆者も出席したのですが，そのときに比べて

プロジェクトについて，非常に明快にお話をして頂

も世界の高圧物性測定技術は格段に進歩していま

きました．

した．九州のサテライト会議では，当時 PSI の D.

本会議では，高圧技術に関する会議等性質上，企

Andreica 博士が高圧下 DC µSR の講演をされてい

業展示も非常に充実していました．ダイアモンドア

ました．高圧力というくくりでは，µSR はまだまだ

ンビルを用いて水を室温で氷にする定番のデモンス

これから，という印象は否めませんが，高圧下 µSR

トレーションも人気でしたが，特に今回目立ってい

測定技術のさらなる発展を祈り，ひとまずは筆を置

たのは，高圧食品処理装置のデモンストレーション

かせていただきます．

で，様々な食品を高圧処理したものを実際に味見す
る事ができました．高圧食品処理は，熱を使わずに
調理できることが特徴で，常温でジャムを作ったり
ゆで卵を作ったりする事が可能で，ジャムはすでに
市販化もされています．私も学生時代に一般公開等
でジャムや卵のデモンストレーションしたことはあ
ったのですが，今回驚いたのは，生の鮎を一万気圧
の高圧で処理して作ったジュースでした．高圧処理
することで，鮎自身の消化酵素も手伝って細胞膜が
壊れ，魚一匹がまるまるジュースになってしまうそ
うです．見た目にはかなりグロテスクなのですが，
非常に好評で，多くの方が味見をされていました．
高圧物性測定技術は，日々確実に進歩しています．
2006 年，日本で磁性に関する国際会議 ICM が開
催された折，高圧力のサテライト会議が九州で開催
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分が吹き抜けになっているなど、デザインにこった
建物でした（写真）。中央研究棟の他には原っぱの

NuFact09
シカゴ：米国

中に建物がまばらに建っており、日本の研究所とは
ずいぶん違った印象を受けました。時差のため初日
の講演の間は朦朧としていましたが、午後はニュー
トリノ生成部や前置検出器などの施設見学にあてら
れ、初めての訪問者によく配慮されたものでした。

独立行政法人理化学研究所
仁科加速器研究センター
岩崎先端中間子研究室
石田勝彦

NUMI というニュートリノ生成ビームラインでは
735km 遠方のニュートリノ振動検出器に向かって
斜め下方の地中にビームを発射します。地球が丸い
ためというのは理屈ではわかるのですが、実際に前
置検出器までエレベーターで降りてみて実感しまし
た。またビームの通るトンネルがだだっぴろいなど、
ミュオン実験との違いを感じます。
2 日目からは会場をシカゴ市内のイリノイ工科大

表記のワークショップが 2009 年 7 月 20 日か

学に移して行われました。ループという山手線や大

25 日 に か け て シ カ ゴ で 開 催 さ れ ま し た（http://

阪環状線をもっと小さくしたイメージの環状線で囲

nufact09.iit.edu/）。 正 式 名 は 11th International

まれた中心街を離れて南に２駅のところに大学キャ

Workshop on Neutrino Factories, Superbeams and

ンパスがあります。シカゴの電車は郊外からループ

Beta Beams で、毎年開催されて 11 年目になるも

に乗り入れてはまた郊外に去ってゆくので、同じ線

のです。Neutrino Factory はこの会議報告欄で何度

路に５つくらいの色分けされた路線の電車が乗り入

か紹介されていますが、ミュオンを数＋ GeV まで

れしています。短い電車が音をきしませながらルー

加速して蓄積リングに蓄積し、そのミュオンの崩

プの架橋を回っており（写真）、結構な騒音のせい

壊から生じるニュートリノを用いてニュートリノ

もあり支柱が頼りなく思えましたが、公共交通機関

振動実験を行うという計画です。大量のミュオン

としてはわかりやすく良いものでした。キャンパス

を作るという技術が共通なことからミュオン実験

には夏休みらしく学生の数はまばらでした（写真）。

グループも初期の段階から参加しています。一方

著者は第３回会議以降毎回参加していることもあ

Superbeam は従来のパイオン電磁ホーンなどによ

り、前回から分科会の世話人の一人となっています。

る生成法を MegaWatt 級の加速ビームと組み合わ

あまり観光的にはパッとしない街とはいえ、今回自

せて実験の早期実現を目指す方法、Beta Beam はミ

由時間がほとんどなかったのは心残りでした。

ュオンでなく放射性核を蓄積してそのベータ崩壊か
ら生じるニュートリノを利用する案で、これらもニ
ュートリノ振動実験用ビームの一候補として検討さ
れています。また題名にはありませんが、neutrino
factory はミュオンコライダー実現への重要なステ
ップとも考えられます。会議開催地はヨーロッパ、
米国、アジア（これまでは日本）の３地域の持ち回
りで、今回はシカゴです。会場はシカゴ市内のイリ
ノイ工科大学ですが、初日だけはシカゴ郊外のフェ
ルミ研究所という新しい趣向がなされていました。
フェルミ研究所はシカゴ中心部から西にハイウ
ェイで 1 時間ちょっとのところにあり、米国最大
（最高エネルギー）の高エネルギー加速器研究所で
す。Wilson Hall という中央研究棟があり、中央部
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NuFact 会議のプログラムは毎回のことですが、 て検証することの重要性が何度も話題になりまし
全体講演と、４つの分科会 (WG)、ポスターから構

た。このため、フェルミ研では Brookhaven で使用

成されます。WG1,2 がニュートリノ振動と反応、 したミュオン蓄積リングを持ち込んで改良した実験
WG3 が加速器とビーム、WG4 がミュオン物理で、 を行う計画、また KEK/J-PARC では全く違う方式で
物理屋と加速器研究者が一堂に会して行うのが特長

よりコンパクトな蓄積リングを用いる実験の提案

と言えます。全体講演については特に Marciano 氏

が紹介されました。理研では後者のためのミュオ

(BNL) のミュオン物理の理論講演がいろいろな測定

ン源の開発を始めており、著者はこの計画につい

値の物理的意味についてわかりやすい解説をしてい

て発表しました。この他、着実に成果をあげつつ

て印象深いものでした。

ある実験として、TRIUMF の TWIST 実験によるミ

ミュオン物理分科会については、参加者 20 名程

ュオン崩壊パラメーター精密測定、PSI でのミュオ

度と全登録者数 197 名から見ると少ないものの、 ン水素核吸収測定、PSI でのミュオン稀崩壊探索実
ミュオン素粒子実験の代表的なグループを招いてい

験 (MEG) などの報告がなされ、活発にミュオン実

るので、この分野の現状をまとめて知るのに非常に

験が進みつつあることが印象付けられました。ま

良い機会となっています。今回は地元ということで、 たミュオンビーム開発としては、実験を開始した
フェルミ研からの参加者が多いのが特徴でした。地

J-PARC MUSE および建設中の大立体角ビームライ

元という以外にも、実際にフェルミ研での実験提案

ンの紹介、RCNP での大強度ミュオンビームチャネ

が佳境にさしかかっているということもあったよう

ル MUSIC、PRISM ミュオンリング開発などの報告

です。今回はミュオン数非保存をニュートリノを出

がありました。

さないミュオン電子変換により探索する計画に関

さて会議のまとめですが、Neutrino Factory が具

連した発表が目立っており、フェルミ研での Mu2E

体的にどう進むのかはまだ十分には見えていませ

計画や大阪大学グループの COMET/PRISM 計画な

ん。生成標的やミュオンビーム冷却など開発要素は

どが紹介されました。パイオンを大量に捕獲する部

多々あると考えられますが、概念設計・基本設計を

分に超電導磁石を使うことに特徴があり、ビームシ

進め、2013 年には本格的な計画提案を目指してい

ミュレーションや磁石開発などの紹介がなされまし

ます。会議は過去３回のアジアでの開催はつくば、

た。さらには陽子加速器ビームの時間構造に強い注

大阪、岡山でしたが来年はインドの Tata 研究所が

文があり、それを如何に実現するかなどが検討され

主催することに決定し、候補地としてはムンバイが

ていました。ミュオン数非保存以外では、2000 年

提案されています。これまでミュオン科学での日本

代前半に Brookhaven で行われたミュオン異常磁気

とインドとのつながりは数例を除いてありません

能率 (g -2) 測定が標準理論から実験値の食い違いが

が、日本がアジアのミュオンセンターと内外から認

見られている唯一の実験であり、これを精度を上げ

められる足がかりとなるためにも、日本からの積極
的な参加を期待します。

シカゴのループを走る電車
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課題募集情報

世界のミュオン施設の研究課題募集

【J-PARC：Japan】
平成 22 年度 J-PARC MLF-MUSE 実験課題募集は、一般課題（2010A 期 、2010 年 5 月～ 10 月分）
の課題募集は今年 12 月以降に行なわれる予定です。詳細は後日下記ホームページを通じてご案内い
たします。
http://www.kek.jp/uskek/apply/index.html
【RIKEN-RAL：England】
2009 年後半から 2010 年前半にかかわるマシンタイムにおける実験研究提案受付は終了いたしまし
た。2009 年 9 月 3 日・4 日に第 5 回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) を開催予定です。第 6 回物質・生命科学実験課題採択委員会 (ML-PAC) は 2010 年 3 月
に開催予定です。詳細は後日通知いたします。
【ISIS：England】
詳細は

http://www.isis.rl.ac.uk/applying/index.htm

を参照してください。

【PSI：Switzerland】
詳細は

http://lmu.web.psi.ch/

を参照してください。このシステムを用いるためにはユーザーズオ

フィスのシステム、PSI-Digital User Office (PSI-DUO) からの登録が必要です。PSI-DUO に関しては
https://duo.psi.ch/

を参照してください。

【TRIUMF：Canada】
TRIUMF では 3 部門で募集を行います。審査会には TV 会議での出席が可能です。
・Molecular and Materials Science Experiments Evaluation Committee (MMS-EEC)
( 年 2 回 ; プロポーザル〆切 5 月、11 月 ; 審査会 6 月、12 月 )
・Subatomic Physics Experiments Evaluation Committee (SAP-EEC)
( 年 2 回 ; プロポーザル〆切 6 月、11 月 ; 審査会 7 月、12 月 )
・Life Science Projects Evaluation Committee (LSPEC)
( 年 1 回 ; プロポーザル〆切 3 月 ; 審査会 4 月）
詳細は http://www.triumf.ca/research/experimental-program を参照。

52

「めそん」No.30, 2009 年

秋

お知らせ

物構研シンポジウム ’09
「放射光・中性子・ミュオンを用いた表面・
界面科学の最前線」開催のお知らせ
物質構造科学研究所長
今年度の物構研シンポジウムでは、「放射光・中
性子・ミュオンを用いた表面・界面科学」を中心テ

会

下村

議

要

理

項

日時：平成 21 年 11 月 17 日（火）13:00 ～ 18 日

ーマに選びました。最近の薄膜や人工格子作成技術 （水）16:30
の進歩には目を見張るものがあります。これらの高

場所：国際会議場エポカル（茨城県つくば市）

品質な試料によって初めて実現されるバルク試料と

ホームページ http://www.epochal.or.jp/

は全く異なった物性は、表面や界面といった２次元

主催：高エネルギー加速器研究機構・物質構造科学

の世界でのみ起こる大変興味深いものです。この研

研究所

究分野は、基礎研究として重要であるだけでなく、 協賛：日本物理学会，日本放射光学会，
スピントロニクスなどへの応用研究として、現在最

日本中間子科学会，日本中性子科学会，

も注目されている研究分野の１つです。また、ハー

日本結晶学会，日本高圧力学会

ドマターだけでなくソフトマター系においても界面

参加費：無料

構造の研究は、その機能と深く関連して重要なテー

参加申込方法：シンポジウムホームページの参加申

マになっており、物質と生命を繋ぐ系として今後の

込フォームにてお申込下さい。
旅費のサポート、宿泊を希望される方は 10 月

発展が期待されています。
本シンポジウムの講演は４つのセッションに分か

16 日（金）までにお願いします。旅費、宿泊を伴

れています。これらは物構研・構造物性研究センタ

わない参加申込は当日まで受け付けます。

ーで推進している研究プロジェクトと深く関連して

＊

います。第１セッションでは、物構研のプロジェク

ただきますが、予算に限りがあるため、全員の方に

ト「量子ビーム基盤技術プログラム−軟Ｘ線の高速

サポートできない場合もあります。どうぞ予めご了

偏光制御による機能性材料の探求と創製−」に関連

承下さい。出張旅費の支給の有無については締切日

出張旅費についてはなるべくサポートさせてい

した講演が中心に行われます。第２セッションでは、 以降なるべく早くご連絡させていただきます。
強相関電子系科学と表面・界面科学との接点である

＊

強相関薄膜・人工格子系を対象として、その機能と

ミトリー）シングルバストイレ無し（1500 円・20

構造をテーマに講演が組まれています。第３セッシ

部屋）を確保しました。また、今回はドミトリー以

ョンでは、表面・界面科学とは直接的な関連はあり

外の宿泊施設を利用する場合は外部宿泊施設での宿

ませんが、高圧物性と地球惑星科学の最先端の話題

泊料（一般 6000 円、学生 4800 円）が適用されます。

に関する講演を聴くことができます。第４セッショ

ポスターセッション：今回はポスターセッションも

ンでは、ソフトな界面の構造と物性と題して、高分

開催します。ポスター発表を希望の方はシンポジウ

子から生物物質系までを対象とした研究の講演が予

ムホームページよりご応募下さい。

定されています。

ポスター発表申込締切：10 月 2 日（金）

PF ユーザーの皆様には、昨年度の物構研シンポ

宿泊施設として KEK 共同利用者宿泊施設（ド

ポスター要旨締切：10 月 16 日（金）

ジウムと同様に、是非積極的にご参加いただき、活

懇親会：11 月 17 日（火）国際会議場エポカル 1F

発な議論を通して、新しいサイエンスの芽を見つけ

レストラン「エスポワール」

て頂けることを期待しています。

会費：5000 円
問い合わせ先：物構研シンポジウム ’08 事務局
（imss-sympo@pfiqst.kek.jp）
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物構研シンポジウム ’09 のホームページ：http://

ジングによる地球惑星物質の研究」

imss-sympo.kek.jp/2009/

11:20-14:00：ポスターセッション（コアタイム：
11:20-12:00, 13:20-14:00）＋昼食

プログラム（予定）：（講演は日本語で行います。）

14:00-16:10：ソフトな界面の構造と物性－物質と
生命をつなくもの－

【11 月 17 日（火）】

（セッションリーダー：瀬戸秀紀・物構研中性子）

13:00-13:20：Opening 挨拶
13:20-15:30：スピントロニクス材料

－次世代デ

高原

淳（九大）「量子ビームを用いたソフト

バイスの開発を目指して－

インターフェースの分子鎖凝集状態評価」

量子ビーム基盤技術開発プログラム： 軟 X 線の

今井正幸（お茶大）「脂質膜上でのナノドメイ

高速偏光制御による機能性材料の探求と創製

ンの静的および動的構造」

（セッションリーダー：雨宮健太・物構研 PF）
藤森

淳（東大）「軟 X 線磁気円二色性による

田中

求（ハイデルベルグ大）「Role of Oligo-

and Polysaccharides in Modulation of

スピントロニクス材料の研究」

Biological Interfaces」

湯浅新治（産総研）「Giant Tunnel Magneto-

小林俊秀（理研）「X 線、中性子線散乱を用い

resistance in MgO-based Magnetic Tunnel

た膜脂質ダイナミクスの研究」
16:10-16:30：Closing

Junctions」
下村浩一郎（物構研ミュオン）「半導体先端デ
バイス開発のためにミュオンができること」
黒田眞司（筑波大）「半導体における室温強磁
性の探索と中性子散乱実験の可能性」
15:30-15:50：写真撮影
15:50-16:10：休憩
16:10-18:20：強相関薄膜－機能と構造－
( セッションリーダー：中尾裕則・物構研 PF)
澤

彰仁 / 山田寿一（産総研）「強相関酸化物

ヘテロ界面の相競合と新規物性」
組頭広志（東大）「その場放射光電子分光によ
る強相関ヘテロ界面の電子状態の研究」
岡本

淳（物構研 PF）「共鳴軟 X 散乱による

薄膜電子状態の研究」
石原純夫（東北大）「理論から強相関薄膜の放
射光実験に期待すること」
18:40-20:40：懇親会
【11 月 18 日（水）】
9:00-11:10：高圧物性と地球惑星科学
（セッションリーダー：近藤
鍵

忠・阪大院理）

裕之（東大）「中性子で見る地球深部物質

の科学」
竹村謙一（物材機構）「高圧研究の新しい地平
をめざして：静水圧実験へのチャレンジ」
久保友明（九大）「Kinetic and rheological
properties of Earth and planetary

materials

studied by time-resolved X-ray diffraction」
鈴木昭夫（東北大）「高圧力下での X 線イメー
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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 年度の会費を未納の場合は、下記の宛
先まで納入して頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。
正会員

３, ０００円

学生会員

１, ５００円

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

【銀

行】

口座番号

：00130-0-355770		 口座種類・番号：（普）4135827

口座名義

：日本中間子科学会		 口座名義

：日本中間子科学会

加入者振込局：和光郵便局		 銀行・支店名 ：埼玉りそな銀行

和光支店

・日本中間子科学会インフォーマルミーティング開催のお知らせ
日本物理学会 2009 年秋季大会熊本大学 QD 会場にて、インフォーマルミーティングを開催し
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
・日本中間子科学会インフォーマルミーティング（熊本大学黒髪キャンパス）
9 月 26 日（土） 18:00 〜 20:00
予定議題

QD 会場

・委員会報告
・研究施設報告（J-PARC MUSE、KEK、JAEA、RIKEN-RAL）
・国際会議

ASR2009

・意見交換

日本中間子科学会若手奨励賞

・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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編集部の声

・今号より『めそん』の編集を任されま

・My name is Risdiana. I grew up in

した。これまでの『めそん』の編集内

Tasikmalaya, a small city located in west

容がすばらしいものですので、今後そ

Jawa Indonesia. I graduated in 1998

のレベルを保持できるかどうか心配で

with B.S. in Physics from Padjadjaran

す。最近、近いものを見ることが困難

University Indonesia. I finished Master

になってきました。例えば、ご飯を食べているときに、

degree in 2003 from department of applied physics

口に近い部分の米を口に入れようと箸を近づけるのです

Waseda University and earned Doctoral degree from

が、米がぼやけてうまく見えません。小さい字を読もう

Department of Applied Physics Tohoku University in

と思って目を近づけるのですが、近づければ近づけるほ

2006. After graduation, I came back to Indonesia to

ど焦点がぼやけて見えにくくなってきております。思え

pursue further experiences as a lecturer in Padjadjaran

ば、理研にジョインしてすでに１７年の歳月がたちまし

University. From May 2008, I have a chance to do

た。もう定年まで 15 年です。定年のほうが近くなって

some researches in RIKEN as Foreign Postdoctoral

きてしまいました。いったい残り時間で何ができるのか

Researcher. My research is interested in the crystal

不安が募ることもある一方で、やらねばならぬ、といい

growth and investigation of the fundamental electronic

った新しい気概も感じる今日この頃です。『めそん』の

properties of high-Tc superconducting cuprates and

編集しかり、日々の鍛錬しかり。切磋琢磨といえば聞こ

also in electronic properties of conducting polymers.

えがいいですが、自分ができることは限られており、そ

In my spare time, I enjoy traveling, spending time

の限られた中でいかに何かを残せるか、ですかねぇ。（理

in Onsen and playing badminton. Doing a research

研：渡邊功雄）

in RIKEN is a new step in my life toward deeper and
stronger scientific knowledge.（理研・リスディアナ）

・みなさまこんにちは．ナカノタケヒト
と申します．阪大理物助教．36 歳．娘

・長野県佐久市出身。2002 青山学院大

２人．趣味は，昔は落第を顧みずに山な

学大学院理工学研究科博士後期課程修

どを一生懸命登っていましたが，最近

了、高エネルギー加速器研究機構 研究

はお酒．．．．と周囲の方々は思っておら

機関研究員 2005 日本原子力研究開発

れるようですが，本当はそんなには飲めません．学生

機構 先端基礎研究センター 博士研究員

時代に 10 年も仙台におりましたが，もともと大阪人で

2008 理化学研究所 岩崎先端中間子研究室 基礎科学特

す．私はミュオンプロパーの人間ではありません．物質

別研究員、現在に至る。趣味は、海釣り、ゴルフ、スキー、

を作る側の人間と思っております．特に，多孔質結晶中

バドミントン（ここ数年ラケットを握っていませんが）。

にナノクラスターを配列させて，その磁性や光学特性を

新「めそん編集委員長から声をかけていただき、第？代

調べるという仕事をしています．多くの磁性の専門家の

目のめそん編集委員になりました。これまでの「めそん」

方々からすると，やや怪しげな物質に見えるかもしれま

同様、会員の方々に面白いと思っていただける企画を目

せんね．という訳で，おこがましくも，µSR は数ある物

指します。ところで、私の略歴をみてお気づきのように、

性測定手段の１つ，というスタンスで研究をさせていた

学位取得後、KEK、JAEA、RIKEN と日本のミュオン 3

だいております．そんな者が本誌の編集委員を仰せつか

大拠点を渡り歩いてきました。多くの中間子科学会員の

るのは恐れ多いのですが，逆に私のような「ミュオンア

方々の中でも貴重な経験をさせていただいています。3

マチュア」からの視点を特に意識することで，J-PARC-

つの施設を渡り歩いてきたからこそ、今の自分にできる

MUSE や RIKEN-RAL の新規ユーザーさんがもっと増え

こと、自分にしかできないことがあるハズと研究並びに

るように，微力ながら誌面作りに貢献させていただけれ

編集委員を頑張っていきたいと思います。宜しくお願い

ば幸いです．よろしくお願いいたします．（大阪大学大

します！（理研・大石一城）

学院・中野岳仁）
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