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上：1974 年夏ローレンス・バークレー研究所 184 インチサイクロトロン実験室に
て（本号の永嶺氏の寄稿より転載）
下：山崎敏光先生の文化功労者からの感謝の夕べにて（藤田陽子さん提供）
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編集部より
皆様に２０１０年春号をお届けいたします。昨年

わっていただけることを期待しております。

２００９年には中間子科学会にとってうれしいニュ

【世界もミュオン施設を利用して】はカナダのＴ

ースがありました。日本の中間子科学の産みの親と

ＲＩＵＭＦ研究所のミュオン施設に関して、ＫＥＫ

もいえる山崎敏光先生が『文化功労者』をご叙勲さ

の下村氏に原稿を依頼しております。下村氏はミュ

れました。大変おめでたいことです。編集部として

オンを用いた半導体研究を専門とし、ＴＲＩＵＭＦ

も心よりお祝い申し上げます。ついては、今号は山

でのミュオン実験において長年の経験を有している

崎先生のご叙勲を祝って、ご縁の深い方からお祝い

方です。山崎先生をはじめ、日本人中間子研究者に

と記念の文章をいただきました。それをもって【特

なじみある研究施設です。これからもいろいろな研

集】といたします。山崎先生とともに日本における

究所・施設・セットアップに関しての企画を行いま

中間子科学を立ち上げられました永嶺先生、東大に

すので、是非お楽しみください。

おける研究指導を受け、今の中間子科学の牽引者と

（文責：渡邊功雄）

なっている岩崎氏・門野氏へ原稿を依頼いたしまし
た。中間子科学会には若い会員の方々もいらっしゃ
います。日本における中間子科学の黎明期の話を、
今号の記事をもってエンジョイしていただければと
思います。
また、別の【プチ特集】として、中間子科学会の
メンバー開催による国際会議やワークショップの開
催レポートを企画いたしまいした。ひとつは原研
の髭本氏が開催されましたＡＳＲ２００９。もう
ひとつは、理研の小林氏が開催されましたＫＵＲ
２００９です。中間子科学会メンバーの幅広い活躍
をお楽しみください。
【若手紹介：Professional へのスピリッツ】とし
ては、原研先端基礎研究センターの伊藤氏に原稿を
依頼いたしました。中間子科学会の新しい息吹を感
じてください。
【研究室訪問：我らが研究室へようこそ】におい
ては、化学分野から国際基督教大学の久保先生に原
稿を依頼いたしました。氏は長年にわたって化学分
野におけるミュオン応用を継続してきた方で、その
分野の開拓者でもあります。私などは大学院の学生
の頃はＫＥＫにおけるミュオン実験の手ほどきを受
けたり、いろいろな知識等をお教えいただいたりし
た大先輩でもあります。氏の長い歴史と経験に基づ
かれた、化学分野における応用・活用に関してのミ
ュオンの一面をお楽しみください。また、久保先生
御所属のＩＣＵは独特な雰囲気をもった大学です。
今後ともこの企画を通じて各地の大学の雰囲気を味
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・J-PARC：

日本中間子科学会インフォー
マルミーティング議事録

J-PARC ミュオン戦略会議 ( 門野 )
昨年、下村所長のアド・ホックな機関として作ら
れたが、KEK ではどこにも規定がない会議であっ
た。そこで、ミュオンとしては共同利用実験審査委
員会の下に再定義して作ることにした。第 1 回目
の会議は 9 月 30 日に行われ、素核研から提案され

物性関係 ( 日本物理学会 2009 年秋季大会 )

ている g-2 実験を J-PARC MUSE としてどのように

日時：2009 年 9 月 26 日 ( 土 ) 18:00-20:00

扱っていくかを議論する。

場所：熊本大学 QD 会場

J-PARC 物質・生命科学実験施設利用委員会 ( 小池 )

出席者：26 名

6 月 4 日、9 月 7 日に開催され、J-PARC の現状
の話をした。ミュオンに関しては、採択した課題

1. 鳥養会長の開会挨拶

の報告を行った。2009 年度前期は 14 課題中 13
課題が採択され 7 課題にビームタイムが与えられ

2. 議長・書記の選出：

た。9 月 7 日の会議では 2009 年後期の課題審査結

議長 ( 髭本 )、書記 ( 大石 ) ( 以下、敬称略 )

果を報告した。11 課題申請がありすべて採択され
た。後期のユーザーへのマシンタイムは来年 1 月

3. 委員会報告

～ 3 月で 30 日間を予定している。前期の課題審査

・中間子科学会：

に関しては、採択した課題に対してビームタイムが

中間子科学会運営委員会 ( 鳥養 )

0 日割り当てられるという問題があったため、これ

8 月 22 日に開催された。議題は、これまでの活
動報告に加え、ミュオン若手人材ポスト拡大のため
の予備調査、中間子科学会のホームページの改良、

については今後審議していく。
J-PARC/MLF 利用者懇談会 ( 西田 )
7 月 6 日に開催された。主な活動内容は、ワーキ

中間子科学会として連携した大型競争的資金獲得な

ンググループ (10 個程度 ) を作成し研究会を開いて

ど。中間子科学会として若手奨励賞のスタート及び

いく。中性子では茨城県が主導で大学の研究者と連

ミュオン科学の将来計画について議論した。

絡をとりあって多くの研究会を開いているが、ミュ
オンではまだ研究会を行っていない。研究会の趣旨

・KEK：

はユーザーの拡大であるので、ミュオンでも企画が

物質構造科学研究所運営会議 ( 鳥養 )

あれば是非研究会を行った方がよい。

人事について、KEK MUSE では准教授の人事募
集を行った。審査の結果、小嶋氏が 11 月から着任

・理化学研究所：

することに決まった。また、中性子の助教及びポス

仁科加速器研究センター共用促進委員会 ( 門野 )

ドクの人事に関して議論した。
陽子加速器科学推進委員会 ( 下村 )
9 月 6 日に開催された。去年までのハドロン推

延與氏が理研 -J-PARC センター構想を打ち出し、
それについて様々な議論があった。ケイオンを使っ
た science を理研として J-PARC で展開していくた

進委員会であったものが改変した。加速器サイドが

め、理研の支所を J-PARC 内に設置する提案である。

ビーム強度を上げることを目指すとの報告。現状

KEK 素核研のグループの人からは、どういった形

では 20 kW で運転しているが、11 月から 100 kW

で J-PARC へ入ってくるのか等様々な質問がでた。

での運転を目指している。現状で抱えている RFQ

理研としては予算をとって自分たちでビームライン

の問題に関しては、真空のクライオポンプを増設

を建設して管理していくと説明があった。

し、
チェンバーを変更することで 100 kW を目指す。
メインリングについて 2-3 ヶ月かけて 10 月から強

・ISMS 委員会 ( 髭本 )

度を上げた際のビームロス等のスタディーを行う。

7 月 28 日 TRIUMF で行われた。2011 年の µSR の

2
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国際会議の日程が 2011 年 5 月 16 日～ 20 日 メキ

副所長を 2 人おき、1 名はつくばキャンパスに、も

シコ カンクンで行うことが決まった。Proceedings

う 1 名は東海キャンパスに配置されている。中性

の出版先については検討中。ISMS 会員専用の web

子・ミュオンでは研究主幹とは別に、J-PARC セン

サイト (www.musr.org) を立ち上げ、ハイライト研

ターにセクションリーダーを置いた。また 4 月よ

究を掲載していく。また、未だ ISMS 会員でない人

り構造物性研究センターが発足し、村上氏がセン

に会員登録を促す。

ター長に着任した。物構研運営会議のメンバー及び
物構研ミュオン共同利用実験審査委員会はめそんに
紹介したようにメンバーの入れ変えが行われた。

4. 研究施設報告：

人事：4 月 1 日付で下村氏が准教授に着任された。

・J-PARC MUSE( 三宅 )
詳細はめそん p.16 に掲載されている。

もう 1 名の准教授については 11 月 1 日付で小嶋

ビームチューニング：昨年 9 月以来ビーム強度

氏が着任予定である。以前は教授 3、准教授 0、助

は上昇している。1 MW 換算で表面ミュオンはお

教 4 であったが、本来の定員数である教授 2、准教

6

6

7

よそ 8 × 10 / 秒、崩壊ミュオンは 10 -10 / 秒の

授 2、助教 3 へ戻った。技術系では小林氏が 4 月 1

引き出しに成功している。

日付で中性子科学研究系からミュオン科学研究系へ

DC セパレーター：ギャップを 100 mm から 200
mm へ変更した。3 割程度のビーム強度上昇を期待

配置換えとなった。博士研究員では池戸氏及び増田
氏が着任した。

している。Q 磁石など KEK の中古品を使用してい

J-PARC MUSE 実験課題審査について、現状では

るのでビームロスは当然ある。将来予算がつけば新

課題が採択されてもビームタイムが割り当てられな

品へ交換していきたい。

い問題が起きている。これらに関しては、今後審議

ビームタイムの予定：これまで RFQ のコンディ

していく必要がある。

ショニングの為に 2 日ビームが出たら 1 日ブレイ
クする条件であった。10 月まではこの条件が続き、 ・JAEA( 髭本 )
11 月からは 100 kW のビーム強度を期待してい

めそん p.24 参照。来年 4 月 1 日に東北大金研の

る。12 月には 300 kW のチューニングも行う予定

前川氏が新センター長として着任することが決まっ

である。

た。現在、新センター長によるヒアリングが行われ

崩壊 - 表面ミュオンチャネル：ほとんどすべて

ている。ミュオン科学推進の職員の公募を行ってお

のものは KEK で 30 年使用したものを用いている。 り、来年 4 月着任予定。
次から次へとトラブルが出ており、いろいろとメン

ビームスライサーの運用：J-PARC でのダブルパ

テナンス・修理を行い、ビームタイムにはユーザー

ルスビームをスライサーを用いてシングルパルス化

に最高のコンディションでビームを供給できるよう

することに成功した。また、ビーム幅を小さくする

に取り組んでいる。1 MW 運転時には現在のミュ

ことにも成功しており、シングルパルスで実験を行

オン標的では対応できないため、回転標的へ移行

う状況ができつつある。

するための R&D を行っている。
キッカーシステム：現在は偏極磁石により D1 か

・理研 -RAL 支所ミュオン施設 ( 松崎 )

D2 のどちらかのみへビームが供給されている。同

めそん p.19 参照。これまでに理研 -RAL 外部評

時に 1 パルスずつ D1 及び D2 へ供給できるよう

価委員会を 2 回行った。1 回目は、理研 -RAL ミュ

に R&D を行っている。加速器の人たちと協力して、 オン施設におけるサイエンティフィックな成果の評
理研のキッカーとは異なる新しいものを作成中。

価が議論され、2 回目は理研 -RAL の将来計画の評
価が議論された。その結果、µSR での物質科学研究
及び超低速ミュオンの開発研究を柱として、今後 7

・KEK( 門野 )
めそん p.10 を参照。2008 年度末に形式上、J-

年半の運営延長が推奨された。

PARC の建設期は終了し、2009 年度から新しい体

実験課題採択委員会：9 月 3、4 日に理研で開催

制がスタートした。物構研では、つくばキャンパ

され、ミュオン物性研究領域として 17 課題、ミュ

ス及び東海キャンパスの 2 キャンパス体制が整い、 オン原子分子研究領域として 1 課題の計 108 日間
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のビームタイムが申請され、58 日分を採択した。

MUSE のグランドデザインを決めるうえでどう進

2009 年度ビームタイム実施記録：めそん p.20 参

めていくべきかを議論するための第 1 回ミュオン

照。2010 年 2-3 月のマシンタイムは ISIS の予算の

戦略会議が 9 月 30 日に行われる。J-PARC MUSE

都合により無くなる可能性がある。（その後、2010

としては、D1 及び D2 だけで行くのか、High Mo-

年 2 月 16 日 - 3 月 25 日の期間のビームタイムが

mentum beam line の予算を取りに行くのか？また、

決まった）

KEK 素核研から提案されている J-PARC MUSE での

現在の各ポートの状況：

g-2 実験計画に対してどう対応していくか等が議論

ポ ー ト 1： 高 圧 固 体 標 的 を 用 い た µCF 研 究 を

される予定である。

2010 年の実験実施へ向けて現在準備中。
ポート 2：これまでの VARIOX 及び HELIOX 冷

(3) 科研費等大型資金への共同申請

凍機を用いた µSR 実験に加え、高圧 µSR 実験 (P

・皆でまとめて大型予算獲得を目指していく。提案

≤6.4 kbar, T ≥ 2K)、レーザー照射 µSR 実験 ( 山梨

があれば西田氏へメールしてもらう。

大 -UCR-KEK-ISIS-RIKEN の共同研究 )、希釈冷凍機
( 実測の最低到達温度 22 mK) を用いた µSR 実験が
行われている。

7. 事務局報告：
年会費納入依頼について報告があった。

ポート 3：ビームライン磁石の電源、ビームライ

次回インフォーマルミーティング：第 65 回年次

ン制御用 PC 及び電気配線系の再配置などのアップ

大会 ( 岡山大学 ) 開催日程は、原子核談話会及び構

グレードを実施した。ミュオニウムからミュオンを

造物性インフォーマルミーティングと重ならない日

かい離するための新レーザーシステムを開発中。

程で調整する。

ポート 4：新しい µSR 分光器のコミッショニン
グ中。
人事：9 月 1 日より横山氏が協力研究員として着
任した。10 月 1 日より仁科加速器研究センター長
に延與氏が着任する。外国人研究員募集への推薦依
頼について報告があった。
5. 国際会議
ASR2009( 髭本 )
ASR は毎年原子力機構先端研主催で開催してい
る国際シンポジウム。今年はミュオン及び陽電子を
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 ASR2009 が 2009
年 11 月 10 日 ~12 日に茨城県東海村テクノ交流館
リコッティで行われる。
6. 意見交換
(1) 日本中間子科学会若手奨励賞
運営委員会で議論して決めた日本中間子科学会若
手奨励賞規定 ( 案 ) 及び日本中間子科学会若手奨励
賞細則 ( 案 ) が配布された。来年 3 月に第 1 号の奨
励賞を出せるようにしたいと提案され、それに対し
て活発な議論が交わされた。意見等があれば小池氏
へメールしてもらう。
(2) J-PARC MUSE グランドデザイン
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は簡潔かつ時間を決めたほうがよい。
9 月 7 日に陽子加速器推進委員会（ハドロン推進
委員会が改称）と MLF 施設検討（？利用ではない

日本中間子科学会
運営委員会議事録

か？ご確認ください）委員会が同時ともに開催され
ることがわかった。小池、門野、三宅氏が委員とし
て重複しているため、陽子加速器推進委員会には下
村氏が代理出席し、インフォーマルミーティングで
報告することとした。
・若手奨励賞について

平成 21 年度第２回運営委員会議事録
（期日）2009 年 8 月 22 日 ( 土）15 時ー 18 時
（場所）理化学研究所 東京連絡事務所

中会議室

小池氏より規定の素案が示され、表彰対象、選考
方法についての議論がなされた。議論の結果を反映

（出席者）石田、岩崎、久保、久野（施設関係）、小

した案をインフォーマルミーティングに提案しで、

池、下村、鳥養、西田、西山、髭本、松崎、三宅

議論し今後の方針について意見交換するを確認する
こととした。

１

平成 21 年度前期運営委員会活動報告

・J-PARC 超低速ミュオンチャネル概算要求（鳥養、

・ミュオン科学の将来計画
9 月 30 日に KEK 物質構造科学研究所ミュオン将
来計画 WG が開催される。

三宅）
これまでの経緯と現状分析について報告がなされ

委員は門野、久野、小池、下村、鳥養、西田、松
崎、三宅、の各氏

た。
・人事関係（三宅、岩崎、髭本）
KEK では准教授に小島氏、博士研究員に増田氏

阪大では DC ミュオン源の建設がスタートしてい
る。いずれは共同利用を展開したい。
その他 g-2 実験について若干の意見交換がなされ

が決定との報告
理研では協力研究員に横山氏が採用された。

た。

原研先端研の研究員につぃては現在、選考中
・ミュオン関係のポスト拡大のための予備的調査
門野氏のまとめた調査にさらに、大学院生を加え
る。若手賞の関連から小池氏に取りまとめを依頼し
た。
・ホームページ改良について
小島氏よりメールによる報告あり。若手紹介を渡
邊氏とリンクして進めることとした。
高校生や他分野の研究者向けのミュオン科学入門
的なコンテンツファイルを用意することとした。
２

大型競争資金の応募

・新学術創生（西田）
ヒアリングまではいったが不採択の結果に終わっ
た。もう１度出す可能性はあると思うが組織、内容
等の練り直しが必要。９月の学会前にはめどをつけ
たい。
３

審議事項

・インフォーマルミーティングについて
毎回報告が多く議論する時間が足りない。報告者
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平成 21 年度第３回運営委員会議事録
（期日）2010 年１月 13 日（水） 17 時－
（会場）情報・システム研究機構会議室

２ラインで実施することは可能になる。
物性用超低速ミュオンビームライン最優先の方針
は堅持することを再確認し、超高速ミュオンビー

（出席者）小池、鳥養、下村、西田、髭本、松崎、三宅、 ムラインに関する LOI を提出している松崎・石田・
石田、久保、小嶋、杉山、西山、渡邊、岩崎、門野
（敬称略）

永嶺各氏およびｇ－２実験の共同提案者である岩崎
氏に，技術的な了承をとって下村物構研所長答申す
る予定（三宅、鳥養）。この案なら、J-PARC ロード

・同日 14:00 から開催された KEK 物構研戦略会議

マップの変更を今の段階で議論する必要がない。

に運営委員会の意見を反映させるため，運営委員が

４．その他

戦略会議委員またはオブザーバとして参加した。
・会議に先立ち、会長から三宅康博委員他 8 名の高

松崎委員より、理研シンポジウム開催アナウンス
があった。

エネルギー加速器科学研究奨励会特別賞受賞決定の
報告があった。

【審議事項】
１．若手奨励賞について

【報告事項】

小池氏委員から、原案の説明があり、３月の総会

１．J-PARC 超低速ミュオン建設に関する要望活動

で最終決定し、平成２２年度から施行すること、副

について

賞は１万円程度の図書券とすることを決定した。

鳥養会長から、KEK と文科省研究振興局基礎基

２．総会議題について

盤研究課量子放射線研究推進室（量研室）に対する

鳥養会長および松崎庶務委員長より総会の議題に

要望活動の報告と、今後の活動方針について説明が

ついて提案があり、関係委員会委員の確認と、一部

あった。概算要求は KEK から２位で出たが、文科

修正の上で了承した。各委員会の報告者担当は次の

省から財務省へは出なかった。量研室では、超低速

通り。ミュオン戦略会議（門野）、利用者協議会（西

ミュオンで世界拠点を目指すこと、陽子ビームライ

田）、施設利用委員会（杉山）、利用者懇談会（新委

ンの放射化が進むと着工が難しくなることを訴え、 員）、理研仁科センター（門野）。他の委員会は開催
善後策を種々相談した。KEK 主計課長、門野氏の

されなかった。

協力で、文科省向けパンフレットを作成したので、 ３．国際シンポジウムの開催について
これをさらに改善して市民向けパンフレットを作成

鳥養会長および門野委員から、三宅グループの高

する（門野、鳥養）。

エネルギー加速器科学研究奨励会特別賞受賞記念と

２．KEK の状況について

して国際会議・シンポジウム企画の提案があり、平

三宅委員より、J-PARC 運営交付金 67.7 億の中で

成 22 年度中にミュオンに限定したシンポジウムを

ミュオンの頭だしができないかという議論をしてい

企画する方針で、J-PARC の成果発表会を拡大して

るという近況報告があった。

対応、理研 RAL と J-PARC 合同で実施を計画などの

３．ｇ－２実験提案について

意見交換を行った。

門野委員から、同日 14:00 から開催されたミュ
オン戦略会議に関する報告があり、続いて三宅委員 【意見交換】
から、超高速ミュオンビームライン（略称 H ライン） 次のテーマについて、種々意見交換を行った。
に関して今後の実験提案にもフレキシビルに対応で

１．ホームページの改良について

きるように、大立体角 MIC ソレノイド設置の提案

２．科研費新学術領域について

と、性能および概算見積の説明があった。これによ

３．１月 27 日に学術会議の大型計画のシンポジウ

り、すでに LOI の出ているペンシルビームと、今

ムについて

後提案が予想されるμ－ｅコンバージョンやｇ－２
実験等への共通的対応が可能となる。一方、低速（表
面）ミュオンビームラインができれば、現在のＤラ
インを高速（崩壊）ミュオン専用にし、μＣＦをＤ
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山崎敏光先生の文化功労者顕彰に寄せて

『山崎精神に導かれて』―山崎敏光
先生の文化功労者叙勲をお祝いして―
UC Riverside/KEK/ 理研
永嶺謙忠
場を使ってビスマス原子核を極低温核偏極する方法

１．はじめに
山崎敏光先生
とうございます。

この度は文化功労者御叙勲おめで
編集委員会より、お祝いの詞を

を実現し、且つその方法が偏極ビスマス標的核とな
る事を示しました。

寄せてほしいとの要請がございましたので、山崎敏

すでに米国でミュオン原子研究の経験があった山

光先生の御業績を私の視点から、私と係わりのある

崎敏光先生はそれを聞き、偏極ビスマス核標的と偏

事を中心として述べさせて頂き、祝辞とさせて頂き

極負ミュオンを使ってミュオン原子の磁気的超微細

たいと思います。

構造定数の精密測定を行い、中間子効果の新しい側

科学の進め方に独特の手法をとられた山崎敏光先

面を探索出来るという事を示唆されました。実はこ

生に導かれたものとして、山崎敏光氏が残された科

れが私にとってのミュオンとの初めての出会いでし

学的財産を明確に記しておくことが大切であろうか

た。理学部 1 号館の階段の途中で熱っぽく話され

と思い、筆を執る事に致しました。それと共に、私

た先生の姿を、昨日のように思い出します。私と山

の記憶が消える前に、中間子・ミュオン科学の出発

崎敏光先生とはその後すぐに偏極ミュオン原子とい

点が山崎敏光先生にあるということを、後輩の皆様

う理論を立て、その検討を始める事となりました。

方に伝えておく事が重要であると思った次第です。
尚、ここに記したメッセージは、全て私の記憶に

４．ミュエスアール法の誕生

基づく私見であり、間違いがありましたらお許しく

偏極ミュオン原子の研究を通して、負ミュオンが

ださい。また、山崎先生のご業績を支えた数多くの

ミュオン原子を創る際に、負ミュオンは基底状態ま

協力研究者のお名前をすべて省かせて頂いておりま

でスピン偏極を保持している事がわかって来まし

す。

た。1972 年の夏頃でしょうか、山崎敏光先生は東
大の構内にあったアートコーヒーで突然新しいアイ

２．山崎先生との出会い

ディアを私に向かって話されました。

私が山崎敏光先生に初めてお会いし言葉を交わす

偏極ミュオン原子というものがあれば、それを使

チャンスに恵まれたのは、私が博士課程院生時代の

って強磁性体の中の内部磁場の空間分布がわかるの

1966 年秋、神戸大学での物理学会の際、会議の後

ではないか。何故ならば、ミュオン原子は普通の原

で六甲山に散策した際の事でございました。

子核に比べて膨らんでいるから、膨らんでいる部分

その後暫く経って 1968 年に私が東京大学物理工

の磁場が観測できるはずである。言わば µSR の提

学科助手になった頃から共同実験を開始致しまし

案であります。その時先生は MSR と呼んでおられ

た。1971 年に山崎敏光・中井浩二研究室の助手に

ましたが、私の記憶ではこれが µSR 法というもの

なり本格的な研究が始まりました。

を聞いたはじめての事であり、多分世界的にみて
µSR の誕生の瞬間であったと思います。
その話の後すぐ、強磁性体 Ni の中の内部磁場に

3．ミュオンとの出会い
1970 年頃山崎敏光先生のグループは不安定核原

よる正ミュオンスピン回転の測定が米国のグループ

核の磁気能率の系統的な測定から核内中間子交

によって報告され、銅の中の正ミュオンの拡散によ

換効果の発見、という大きな研究を推進していまし

る核磁気緩和の減衰の観測がロシアのグループによ

た。その際典型的な例であるビスマス原子核の不安

って測定されました。我々が現在日々使っている

子

定核の磁気能率の測定を、強く希望されていました。 µSR 法の誕生は、この様に、70 年代初頭に起こっ
私はそれに対して BiMn 合金中での強い原子核内部
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かったことでしょう。
5.

ミュエスアール法の海外施設での展開
山崎敏光先生は御自分の負ミュオン µSR 法の考

山崎先生は加えて 12GeV シンクロトロンを利用
した、Ｋ中間子・反陽子物理を先導されました。

えを実証すべく、実験をローレンス・バークレー研
究所や、トライアムフに提案されました。幸いにし
て共に採用されバークレー研究所で 1974 年より予

７．トライアムフとのかかわり
山崎先生が利用された海外研究施設の中で最も長

備実験を開始する事になりました。図１のように、 く関わったトライアムフとの関係について述べまし
多くの方々がこの実験に参加する事になり、私も参

ょう。

加いたしました。この予備実験は文字通り予備実験

山崎先生が先導された零磁場法の発展など、µSR

だけで終わり、本来の内部場の空間分布を測る負ミ

研究の初期の展開は殆ど全てトライアムフで行われ

ュオンの実験は、83 年頃までかかりましたが、実

ました。トライアムフにおける東京大学グループは

現しています。

世界に名だたる成果をあげました。

その後 77 年頃トライアムフの研究を通じて、先

大型科研費 [ 特定研究 ] を取得し、負ミュオンの

生は正ミュオン零磁場 µSR 法に気づき、久保鳥谷

研究を進展させるべく、私も参加し超伝導ミュオン

部理論を導入され、その後の µSR 法の大きな発展

チャネルを完成させました。当時の海部俊樹首相が

を先導されました。零磁場はゆらぎの時定数大きさ

施設を訪問され、有名になりました。

と、ゆらいでいる磁場の大きさと二つが同時に分か

実現はしませんでしたが、トライアムフでカナダ

れる大変すぐれた手法である事がわかり、直ぐに世

日本協力事業として、大強度Ｋ中間子研究施設の建

界的に使われるようになりました。

設を目指された事もありました。後の J-PARC に繋

1978 年より開催されているミュエスアール国際

がる研究体制作りの萌芽となったと思います。

会議（図２）でも常に中心的活動をされ、1983 年
には伊豆下田で歴史的会議を主催されました。

８．大型ハドロン計画から J-PARC へ
1986 年より東京大学原子核研究所の所長となら

６．日本にミュオン施設を創る

れ、日本の大型加速器建設計画、大型ハドロン計画

山崎敏光先生は 76 年頃より、中性子科学の故石

を立案され、日本の加速器利用研究者集団を集結し

川義和氏と共に、完成間近の KEK 12GeV 陽子シン

て、実現を図られました。計画はそのままの実現と

クロトロンの入射器であった 500 ＭｅＶシンクロ

はなりませんでしたが、中性子・ミュオン・不安定

トロンを使って、中性子・中間子利用施設、ブース

核・Ｋ中間子などの研究者が全国的に結集し、大型

ター利用施設の建設を提案され、予算を獲得され、 陽子加速器計画を立案し建設するという風土が形成
80 年頃に完成にこぎつけました。私も施設建設に

されました。これが後に J-PARC 計画に結実したと

全精力を傾けて、参加させて頂きました。これが世

考えます。

界初のパルス状ミュオン施設となりました。
山崎敏光先生が始められた東京大学中間子科学研

９．ミュオンを超えた原子物理・核物理研究

究施設（後に研究センター、図３）は KEK の中の

山崎敏光先生は K 中間子や反陽子を使って、数々

大学という形をとり、実質的共同利用を開始し、全

の学術的成果を挙げてきてこられています。私の専

国の大学の研究者にミュオン科学研究への参加の道

門ではないので詳述は避けますが、代表的な幾つか

を拓きました。

を示します。

その施設の果たした役割は、その

後数多くの研究者の育成とミュオン科学の発展の礎
を作った事です。
この施設では、1980 年の利用開始から J-PARC
への移行まで、数多くのミュオン科学研究を先導す

・長寿命反陽子ヘリウム原子分子励起状態の発見
とその状態のレーザー分光の創始。この成果は原子
分子物理学のみならず、基礎物理への応用・展開へ
繋がった事は良く知られています。

る研究を行うことができました。もし山崎先生によ

・原子核の深部に存在する中間子原子の低い励起

るこの施設の発足が無かったら、日本にミュオン科

状態の分光法を開発し、その分光法で、核物理の基

学の発展はなく。この日本中間子科学会も存在しな

本法則の理解に貢献されました。
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１０．おわりに
これらの数多くの御業績を近くで触れる事が出来
た私は、科学に対する山崎精神なるものを感じ、そ
の後の自分自身の研究の糧として参りました。

そ

の山崎精神を、若い皆様方に残しておく事としたい
と思います。
山崎精神とは何か。

真の革新的科学研究は次の

ステップで進めるべきである。
１） 誰も考えていなかった原理 ･ 法則・アイデア
に気づく。
２） 其のインスピレーションを学術的に高め、検
証し、公表する。
３） 研究を体制化し、施設、研究者集団を構築し、
やがては人類の進歩に貢献する。
山崎敏光先生

この度は誠におめでとうございま

す。

図１

1974 年夏ローレンス・バークレー研究所 184 インチサイクロトロン実験室にて。左より

永宮正治 ( 現 J-PARC センター長 ) 氏、山崎敏光先生、橋本治 ( 現東北大学教授 ) 氏、小林俊一（前
理化学研究所理事長）氏と筆者
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図２

山崎敏光先生の文化功労者顕彰に寄せて

1980 年夏。第 2 回ミュエスアール国際会議

でのバンクーバー湾の船旅にて。山崎敏光先生と筆
者。次回の開催が日本に決まり、方針を相談中。

図３

1989 年春。KEK ブースター利用施設の玄関

に改組後の東大中間子センターの表札を掲げる山崎
敏光先生。
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『山崎先生とセレンディピティ』—文化
功労者として顕彰された事をお祝いしてー

理化学研究所
仁科加速器研究センター
岩崎雅彦
それら先輩の「研究者の基礎固めのためにも理論
を勉強したら」と言う勧めも在って、４年前期は有
馬朗人先生の研究室で理論ゼミを選択しましたが、
山崎敏光先生がこのたび文化功労者として顕彰さ

後期にはさっそく何人かの仲間と共に先生の研究室

れたという報に接して、非常に嬉しく、また、非常

の門を叩きました。そこで、山崎先生に「君ら CT

に感慨深くあります。今さら言うまでも無く、ミュ

って知っているかい？１次元情報から２次元を再構

オン科学はその基礎となるデータを先生が早野龍五

成する手法なんだよ。１次元チェンバーを使ってパ

氏等と共に、カナダ・トライアンフ研究所で取られ

ルス状パイオンビームの診断をする装置が作れるは

た事に端を発している事は周知の事実です。日本中

ずだからやってごらん」と言われた訳です。一方、

間子科学会はミュオン科学の研究者が中心であり、 こちらは勝手に「重いニュートリノ探索」という先
この会報で先生のご業績を讃える特集を組まれると

端的実験研究に係わりたいと思った訳ですから、肩

いう編集部の意向に深く賛同し筆を執る事と致しま

透かしを受けたみたいでした。しかし、
「総て任せる」

した。

と言って頂いたので、がぜんやる気が湧いてきまし

ここでは、ミュオン科学の開祖としての山崎先生

た。メインメンバーは、門野・秋葉・岩崎という学

という枠を超えて、セレンディピティ（何かを探し

部４年生で、当時助手の新井さんに手伝って頂いて

ているときに、探しているものとは別の価値あるも

取り組んで見る事にしました。ビーム相手ですから、

のを見つける能力・才能）を大切にする一人の科学

当然実験施設に行かなければ成りません。そこで出

者としての先生の姿を、私の記憶と共にご紹介した

会ったのが、先生が初代施設長をされていた KEK

いと思います。まずは私と山崎先生の出会いについ

のブースター利用施設に設置されたばかりの東大・

て触れさせて頂きます。それは、先生が 1980 年に

中間子科学実験施設です。現在の KEK 物構研ミュ

東京大学物理学教室談話会で「K 中間子崩壊からの

オン研究グループの多くの皆様と知り合いになるき

ミュオンの運動量スペクトルを使って重いニュート

っかけを作ってくれたのがそこでの実験で、現場を

リノを探索する」という実験 (Kµ 実験 ) について極

指揮されていた永嶺謙忠先生ともそこで知り合いに

めて情熱的に語られた際のことです。私は当時まだ

なる事が出来ました。

学部３年生でしたが、先生の話をのめり込むように

最初に 2~3 の論文を紹介して頂いた以外は、山

してわくわくしながら聞き入った事を昨日の事のよ

崎先生は言葉通りの「総て任せる」スパルタ？方式

うに覚えています。私はすぐにでもその実験に参加

で、「実際にどんな装置を作れば良いか」から総て

したくなって、事実上その場で大学院での志望先研

手探りです。新井さんや中間子施設の西山さんなど

究室を決めました。実のところ、私は暫く「先生は

に多大なご迷惑をおかけしながら、学生三人で「ク

素粒子実験の先生である」と先の話の内容から誤解

ラブハウス」とは名ばかりの、狭く暗く暑苦しい、

していたので、原子核実験が専門であると知った時

たこ部屋のような KEK 旧宿舎で寝食を共にして、

は多少戸惑ったものですが、学部所属先も決まらな

何とかやり遂げようと必死に頑張った事も大変貴重

いうちから先生の研究室に図々しく勝手に顔を出

な財産です。取りかかる時は右も左も判らず、眩暈

し、当時の研究室の先輩方と顔見知りになりました。 がするような高い目標でも、目的意識を持って頑張
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れば何とでもなるという自信を植え付けて頂きまし

と言う議論になり、トライアンフ研究所での研究が

た。やり遂げた時に「よくやったね」とにっこりさ

スタートする事になります。先生は、早速、実験申

れた時の先生の笑顔と共に忘れられない経験です。

請され、「岩崎君、現場責任者を任せるから総て取

大学院では当然先生の研究室に入りました。フェ

り計らってくれ」と言われました。ところが、殆ど

ーズ II には成っていましたが、更に高精度に「重

準備時間ありませんし、やる人も應田治彦、渡邊康

いニュートリノ探索・確立」を目指し Kµ II 実験に

さんと私だけ。まずはバンクーバーに色々な実験機

志願して、実際に先生にこの実験に配属して頂いた

材を運ぶ事になります。任された事に責任と使命感

のは嬉しくて仕方ありませんでした。この実験は他

に燃えた我々は、何としても実験開始期日に総てを

の素粒子の研究室とも共同で行なっており、グルー

間に合わせるよう無我夢中です。通常の手続き以上

プではすごく優秀な先輩（山中卓氏、田中万博氏な

に優先的に実験機材の輸出許可を受けられるように

ど）、同僚 ( 秋葉康之氏 )、後輩 ( 田村裕和氏、應田

運輸省等にも出向くなど、またもや、がむしゃらな

治彦氏など ) に囲まれ、何とか自分の居場所を作る

日々が続きました。何とか総ての手続きや手はずを

のに必死でした。実験には外国人研究者も参加して

整え、バンクーバーに飛ぶ事になりました。ところ

おり、グループ内言語は「英語」です。自分がした

が、現地で実験装置を組み立て出して、いきなり驚

事を何とか判ってもらおうと、たどたどしい英語で、 く事になります。標的装置の真空を引いても、真空
もどかしく語りかけた事も楽しい思い出です。

にならないどころか、装置がシューシュー音を立て

残念ながら「重いニュートリノ」は見つからなか
＋

った訳ですが、先生がある時、「入射粒子を K か
－

るでは在りませんか！実のところ、慌てて梱包した
際に、充分な補強措置を講じなかった為に、輸送の

ら K にして見よう、そうすればハイパー核の研究

際に首のところが破損していた事がすぐに判りまし

が出来る」と仰いました。正直、「タダでは起きな

た。直後に現地入りする事になっている山崎先生に

いばかりか、発想がすごいな」と感じました。それ

何と言おうか？ 大弱りです。

が私の修論とその後の博士論文になっています。さ

予想に反して、「まぁ、そんな事もあるよ。また、

らに、その博士論文の提出直後にグループとして取

頑張れば良い。」と先生はあまり意に介されません

り組んだヘリウムΣハイパー核実験は見事な成功を

でした。むしろ、「じゃあ、飲茶にでも行って ( 写

収めました。実は、そればかりでなく、ここで非常

真１) 元気を出そう。」との仰せであり、「こんな時

に奇妙な現象が見つかりました。それまで、負の K

こそ楽しまなくちゃダメだ」と、皆でスキー場に行

中間子は物質中に止まると直ちに原子核に吸収され

く事にもなりました ( 写真２)。これも、困難、障

原子核反応を起こすと信じられていました。ところ

害や失敗にぶつかった時の気構え、指導者の態度を

が、K 中間子の崩壊粒子の運動量スペクトル中に真

学ぶ機会として大きな贈り物です。「良く遊び、良

空中の崩壊と見まがうようなピーク構造が見えてし

く食べ、人生を謳歌しながら仕事に情熱を持って取

まい、早速、山崎先生に報告しました。「これは一
体何事か？」が大激論の的になりました。「多分、
止まる直前の K 中間子の崩壊を見ているだけなの
だろう」、が大方の予測でした。けれど、どうして
も腑に落ちません。それから、殆ど寝食を忘れてが
むしゃらに解析を重ねた結果、「一部だが、液体ヘ
リウム中では負の K 中間子は原子核にすぐには吸
収されず、準安定状態を作る」ことが明らかとなり、
再び先生に報告に行きました。先生は大変感激され
ました。私は、不眠不休だったのでその日は満足し
て寝に帰ったのですが、次の日、大学に出てきて見
ると「岩崎君、こんな論文にした」と言われ、びっ

写真１：バンクーバーにて飲茶。左から山崎先

くりした事をありありと覚えています。

生と應田・渡邊両氏と筆者の妻 ( と筆者のセー

すぐに「負のパイオンでも同じ事が起るはずだ」

12
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ころまで来ている実験の端緒となりました。ただ、
私が、懲りずに「次こそ負けるものか」と密かに誓
った事もまた事実。
先生からは、もう一つ現場責任者を任された実験
が在ります。それは、「原子核にパイ中間子を埋め
込んで見よう」というものです。またもトライアン
フ研究所での研究で、(n, p) 反応でパイ中間子の深
い束縛状態を探索しようと言う実験です。まだ、助
手になりたてだった私は、全く認識も気構えも出来
ていなかったのですが、先生がカナダでの実験直前
写真２：サイプレス ( 今年 2010 年のオリンピ

のミーティングで、「後の判断は岩崎に任せたから

ック・モーグル会場となった ) にて。山崎先生

宜しく」と空港に向かわれたのには、正直弱りまし

と筆者の妻。

た。なにしろ、その実験グループはカナダ人の大先
生を含むのです。確かに、一度、トライアンフで日

り組め。失敗や、人の言う事を必要以上に気にする

本人グループを率いた実験をやり遂げたのは事実で

な」は、ここから学んだ教訓です。この実験の成功「パ

すが、現地の年上の研究者もいるのに…、一体どう

イオンでも準安定原子状態が出来る」ことが明らか

やって？またもや、胃の痛い日を送ることになりま

になるのは、半年後の新たに中村哲さんを交えた２

した。ただ、何とか実験が当初の目的を達した時に

度目の実験まで待つ事になります。その際、今度こ

は、充実感はまたひとしおでした。残念ながら、束

そは実験成功を祝って皆でカナディアンロッキーま

縛状態自身は見つける事が出来ませんでしたが、土

で繰り出た ( 残念ながら先生は居られませんでした

岐博、比連崎悟さん等の理論予言値よりも遥かに厳

が ) ことも本当に良い思い出です。ところで、最近

しい制限を与える事が出来ました。

色々、世知辛いですよね？ 皆さん、何とか成りま

この探索が真に成功するのは、これまた先生の
アイデアによる GSI 研究所における (d, 3He) 実験ま

せんかねぇ？
問題は「次に何をしてこの現象の本質に迫ろう

で、さらに 10 年以上待たなければなりません。私

か？」です。このころから、一人前の研究者を気取

自身は当時ようやく自分自身の実験アイデアを実現

り始めていた私は「次こそ自らの考えで実験提案を

すべく実験に取り組んでいましたから、この最初の

行ないたい」と密かに新規実験アイデアに頭を捻っ

GSI 実験には残念ながら参加出来ませんでしたが、

ていました。私は殆どそのことだけ考えていたので、 その実験アイデア、土岐、比連崎さんらの理論計算
同時に忙しい仕事をこなされている山崎先生にもア

を聴かされた時も「さすがだなぁ」と改めて感じさ

イデアで負けるつもりは在りませんでした。これま

せられるとともに、一度ダメでも、諦める事など何

では、粒子の崩壊を通してこの現象を見て来たので、 一つ無いと言う事も学びました。
私はその方向しか考えていませんでした。ですから、

以上のように、先生は、失敗にめげる事なく、新

「粒子の原子核への吸収反応側からも研究出来るは

しい側面からチャレンジし続け、逆に最終的には成

ずだ。次は自然崩壊しない反陽子を使って研究しよ

功へと繋げて来られました。その総ての成果が、文

う」と先生が言われた時、私は頭をハンマーで殴ら

化功労者として顕彰されるという事実に結びついて

れたような気がしました。「う〜ん、これが現実の

いるものと推察します。セレンディピティを大切に

差か…」。まぁ、そもそも勝とうと思ったのが間違

し、本当に自分が面白くありさえすれば分野とか自

っているのですが。この実験は大成功で、まったく

分の研究の守備範囲など無頓着で良く、成否に関わ

明らかに完敗です。それが、反陽子ヘリウム原子実

らずチャレンジを続け、良く遊び、良く食べ、人生

験として知られるようになるもので、現在は東大の

を謳歌しながら、仕事に情熱を持って取り組もうと

早野さんを中心にした ASAKUSA グループにより、 いう基本スタンスは、先生からの贈り物で、今でも
さらにレーザー精密分光にまで発展し、今や陽子質

私の宝物です。本当に有り難う御座います、そして、

量を上回る精度で反陽子質量を決定しようとすると

心からのお祝いを申し上げます。
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『山崎敏光先生とミュオン科学』

高エネルギー加速器研究機構
門野良典
が知られるようになる以前の 1970 年代、世の中
で µSR と い え ば 常 に「 横 緩 和 」 を 測 る 横 磁 場 中
での測定を指しており、略語の意味も Muon Spin
Rotation に他なりませんでした。これは当時の実験
的制約に依るところも大きかったようで、（今では
想像しにくいことですが）何しろまだ「表面ミュオ
山崎先生が文化功労者の栄に浴されたとのこと、 ンビーム」などというものもなく、ビーム強度その
我々ミュオン科学に関わる研究者にとっても大変喜

ものも弱くてあまり S/N のよい測定ができなかっ

ばしいニュースです。「めそん」でもこの慶事に事

たため、試料に止まったミュオンからの信号をバッ

寄せた特集号を組むということで、私にも「若い人

クグラウンドの中から見分けるためにも横磁場条件

が知らないような山崎先生のすごいご業績を紹介す

が必須であったという事情があるようです。また、

るように」との依頼が編集部からありました。そう

横磁場測定では、同じように磁場中で測定を行なう

言われてみると（個人的なことで恐縮ですが）、山

核磁気共鳴で用いられていた理論や解析手法をほぼ

崎先生や永嶺先生の指導の下で、当時世界初のパル

そのままデータの解釈に応用できる、というメリッ

ス状ミュオンを利用した実験研究に私が携わり始め

トもありました。例えば 100 ガウスといった小さ

た頃（1980 年代）から既に四半世紀近い星霜が流

な磁場を印加しただけで、ミュオン周辺の核磁気モ

れ、今の若手の研究者や学生の皆さんは常日頃から

ーメントからの内部磁場は「摂動」として取り扱う

「慣れ親しんでいる」パルス状ミュオン源の開発や

ことができ、回転スペクトルの解釈も比較的容易に

その利用研究の草創期をほとんど知らない世代、と

行なうことが出来ます。

いうことに気がつきました。歳は取りたくないもの

この頃既に、山崎先生は負ミュオンを用いて原子

ですが、当時を知る者としてその頃の研究が実際に

核内のスピンや電荷の様子を研究すべく、東京大

どのように展開していったか、論文や年報といった

のグループを率いて米国のバークレー国立研究所

公式文書からは窺い知れない様子について書き記し （LBL）、ついでカナダは TRIUMF において何年も研
ておくことで、この分野に関わる山崎先生のご業績

究を続けられており、ゼロ磁場 µSR 法の開発へと

（ほんの一部ですが）のご紹介に代えさせて頂きた

つながった一連の出来事が生起した 1978 年には、

いと思います。

TRIUMF で負ミュオンと原子核からなる「ミュオン

山崎先生のご業績は数えきれないほどあります

原子」をプローブとして磁性体中の超微細相互作用

が、その代表的なものの一つとして、µSR 研究に関

の研究を展開されているところでした。しかしなが

わった方なら誰もが必ずお世話になる「ゼロ磁場ス

ら、先生によると当時の実験では磁性体試料中に止

ピン緩和法」の開発があります。このあたり、実は

めた負ミュオンの信号（崩壊電子の asymmetry= 非

まだ筆者が関わる以前の時代のお話なのですが、若
い読者の皆さんにとっても大変興味深いと思われる

１

「 ゼ ロ 磁 場 µSR 法 」 開 発 の 経 緯 に つ い て、

ので、山崎先生から直接お聞きしたお話を基に、少

”Perspectives of Meson Science” (North-Holland,

し詳しく紹介してみましょう１ 。

1992) の 第 １ 章、 山 崎 先 生 が ご 自 身 の 研 究 歴

ゼロ磁場法（あるいはもっと広く「縦緩和法」）
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を 回 想 さ れ た 記 事 の 中 で も 活 写 さ れ て い ま す。
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対称度）が小さく、また値も物質によってもまちま
ちという状況で、このような想定外の減偏極の原因
を理解しようと日々格闘されていました。よく知ら
れているように、負ミュオンは原子軌道に束縛され
て 1s 基底状態に落ち着くまでにスピン軌道相互作
用によってその偏極が約６分の１（asymmetry に
して～ 5 %）まで失われてしまいます。これに加え
て、同じミュオンを取り出すビームラインでも、負
ミュオンの強度は正ミュオンに比べて常に一桁ぐら
い弱く、負ミュオンによる µSR は現在でも大変な
困難を伴う実験です。ましてや当時はミュオン利用
そのものが草創期の頃ですから、先達の苦労が偲ば
れるというものです。

TRIUMF で µSR 実 験 を 行 っ て い た メ ン バ ー

さて、山崎先生達は負ミュオンの示す減偏極の
原因が何なのかを突き止めようと、横磁場中での

（1978 〜 1979 年）。左から西田、今里、早野、
植村、山崎先生。

測定を止めて縦緩和条件での測定を試みることに
し ま し た。 ま ず は full asymmetry の チ ェ ッ ク と
いうことでビームラインの極性を変えて正ミュオ

度このころ建設が本決まりになった KEK（当時は

ンを試料に止めてみると、当然のことながら巨大

高エネルギー物理学研究所）ブースター利用施設で

な asymmetry が容易に観測できます。負ミュオン

のミュオン利用についても思案を巡らせており、あ

µSR 用に用意していた純鉄の試料を置いてみると、 まり時間分解能を必要せず、パルス状ビームでも使
full asymmetry の丁度３分の１のところを中心に、 える縦緩和法が重要な実験手法になることは既に十
ミュオンスピンが内部磁場によってきれいに回転す

分ご承知でした。この実験はいわばその有効性を前

る様子が観測されました。このスペクトルを眺める

もって確かめる場となったわけです。ちなみに、こ

と、３分の１の縦偏極成分の緩やかな減衰がスピン

の時の最初の測定は室温、ゼロ磁場で行なわれたと

格子緩和（動的緩和）で、それに位相緩和（静的緩和） のことで、ここでまずあのガウス型緩和が姿を現し
が重なったものが回転成分の減衰であることがすぐ

ました。偶然にも、MnSi 中では室温でも十分ミュ

に分かります。負ミュオンの小さな asymmetry に

オンの拡散が遅く、一方で TN からは十分離れてい

苦しめられていた山崎先生はこれを見てひらめくも

たので、Mn 核からの静的なランダム磁場のみによ

のがあったのでしょう、ここでしばらく負ミュオン

る緩和が明瞭に観察されたのでした。

の実験を中断することにして、正ミュオンで磁性体

この測定の後、山崎先生は旅程が尽きて日本に戻

の研究をやってみようということになりました。山

られましたが、まもなく大学で当時ご同僚であられ

崎先生のご研究ではよく「セレンディピティ」とい

た故・久保亮五先生とお話しする機会があり、そこ

うことが語られますが、この「負ミュオン→正ミュ

で MnSi についてのゼロ磁場中の測定など TRIUMF

オン」の転換もある種のセレンディピティと言える

の実験のことを話題にしたとろ、山崎先生が驚かれ

かもしれません。

たことには、既に１０年余りも前に久保先生とその

ここで手始めに登場したのが MnSi という磁性体

大学院生であった鳥谷部さんが、「純粋に学理上の

でした。この物質（TN~30 K のヘリカル磁性体）は

興味」からゼロ磁場下での核磁気緩和の理論を発表

当時既に安岡弘志先生達によって横磁場 µSR でナ

されていたことを知らされたのでした。久保先生か

イトシフトやスピン緩和率が測定されていました

ら鳥谷部さんの修士論文やそれを発表した国際会議

が、緩和の原因が動的なものなのかそれとも静的な

のプロシーディングスを受け取った山崎先生はそれ

内部磁場分布によるのかについては判然としていま

らを夢中になって読み、そこに３分の１成分へと回

せんでした。そこで、この物質中でのミュオンの縦

復する成分をもつあの独特な形の緩和曲線が予言さ

緩和が調べられることになりました。山崎先生は丁

れていることを「発見」します。論文を読んだ翌朝、
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山崎先生はまだバンクーバーに残って MnSi 実験を
続けていたメンバーに早速ファックスを送り、「測
定時間窓を限界まで拡げて出来るだけ遅い時間領域
までのスペクトルを測るように！」と指示されまし
た。程なくして当時院生だった早野龍五氏から、予
言通り asymmetry が３分の１に回復する様子を示
すゼロ磁場緩和スペクトルがファックスで返信され
てきたのでした。このようにして、今日我々が知っ
ている「久保・鳥谷部関数」が初めて実験的に確認
されたわけですが、山崎先生はこれを一つの発見と
して終わらせるのではなく、さらにこの３分の１成
分がミュオンスピンの感じる揺らぎによって敏感に
減衰することに注目し、それが従来の横磁場法では
けっして得られないような情報をもたらす、という
意味で µSR の優れた新手法になることを明らかに
されました。かつて「単なる理論のお遊び」と見な
されていたゼロ磁場緩和法が µSR によってドラマ
チックな復権を遂げたわけです。この仕事がまとめ
られて Physical Review B の論文として 1979 年に
発表され、以来 µSR の標準的で欠くべからざる研

MnSi 中のゼロ・縦磁場ミュオンスピン緩和ス

究手法の一つとなっていることは皆さんも周知のこ

ペ ク ト ル（Hayano et al., Phys. Rev. Lett. 41,

とと思います。

1743 (1978) より。）

さて、ここまででも既に十分「すごいご業績」な
のですが、話はさらに大きく発展していきます。山
崎先生は、前述のエピソードより何年も以前から日

度転換し、実際にそのような実験のアイデアを次か

本でミュオン利用を実現するという壮大な夢を描

ら次へと出され、パルス状ミュオン源こそ実現すべ

かれており、KEK ブースター利用施設でそのよう

きもの、という確信へと関係者を導かれたのでした。

な可能性がないか、志を同じくする方々と真剣に

そのような過程で、パルスとパルスの間の長い観測

模索されていました。当時本格的に稼働し始めた

時間窓を使うことでご自身が開発したゼロ磁場 µSR

TRIUMF や SIN（スイス）といった「中間子工場」 法の持つ特徴が大いに生きてくるだろう、というこ
では、大型サイクロトロンからの陽子ビームを用い

とも夙にお見通しだったわけです。

てπ中間子やミュオンを大量発生させる直流ビーム

かくしてパルス状ミュオン源という、衆目が予想

が主流で、実験上でも一つ一つのミュオンを同定し

もしなかった施設が誕生することになったわけです

ながら様々な物理量を測定する event by event の実

が、そこで山崎先生のセレンディピティを愛する精

験しか考えられないような時代です。山崎先生達も、 神、深い物理の洞察力と柔軟な発想、さらには大き
当初はブースター利用施設のシンクロトロンから得

な夢を描く構想力といった要素が不可欠であったこ

られるパルス状陽子ビームをストレッチャーリング

とはご理解頂けるのではないかと思われます。ちな

で直流化してミュオン生成に用いる可能性を議論さ

みに、筆者が山崎先生の大学院生（1982 年〜）と

れていましたが、ストレッチャーリングという高価

して最初に取り組んだテーマはまさにこのゼロ磁場

な装置を必要とする一方で予算的な制約もあり、こ

µSR 法を用いて銅中でのミュオンの拡散を調べる、

の案はなかなか実現しそうにありませんでした。と

という研究でした。パルス状ミュオンの成功を受け

ころが、山崎先生達はそこで諦めるのではなく、
「い

て 1983 年春に初めて日本で開かれた µSR の国際

や、もしかするとパルス状ビームは直流ビームには

会議では、当時横磁場 µSR の結果だけをもって「ミ

ないメリットも少なくないのでは」と発想を 180

ュオンの拡散が低温で速くなっている」と主張して

16
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いたヨーロッパの先達を相手に、「久保・鳥谷部緩

博氏といった面々が博士論文の研究に勤しんでいま

和関数の３分の１成分の減衰こそがミュオンの拡散

した。もちろん、ゼロ磁場 µSR 法の開発でご紹介

運動をまぎれもなく証明しているのだ！」と、あた

したように、このような世界に先駆けた施設の実現

かも自分の発見であるかのように拙い英語でイキが

は、それに先立つ 1970 年代前半から、山崎先生が

っている怖いもの知らずの大学院生の姿がありまし

前述の UT-MSL スタッフに加え西田信彦氏、植村

た。（山崎先生はそんな様子を遠くから眺め、きっ

泰朋氏といった大学院生とともにローレンス・バー

と苦笑いをされていたことでしょう…）新しい施設

クレー研究所（LBL）や草創期の TRIUMF で先駆的

では他にも次から次へと新しいアイデアに基づく実

なミュオン利用研究を展開されていた実績があって

験研究が目白押しで、それほど大きくもない実験室

のことであり、こういった方々が現在のコミュニテ

は瞬く間に色々な装置で溢れていきました。

ィー内外で担っている役割を考えれば、もうこれ以

ところで、山崎先生自身は、ちょうどこのころか

上山崎先生の功績について語る必要もないのではな

ら K 中間子を用いたハドロン物理、さらには反陽

いかと思われます。故・久保先生が折に触れてパル

子を用いたエキゾチックな原子分子の物理へと徐々

ス状ミュオンビーム利用研究を「日本が真に世界に

に研究の中心を移して行かれました。一つには、ミ

先駆けた数少ないオリジナルな研究」と讃えられて

ュオン科学において永嶺先生という強力な後継者に

いたことが今でも思い出されます。改めて山崎先生

恵まれたこともあったでしょう。この分野に関わる

の栄誉に祝意を申し上げるとともに、今後の益々の

者からすればやや寂しい気持ちもありましたが、パ

ご活躍を祈念する次第です。

ルス状ミュオンの未来を確信した後、山崎先生がも
ともと関心を持たれていた原子核物理学やその周辺
の未踏領域の研究へと導かれたことも自然なことだ
ったと想像します。実際、そちらの分野でも山崎先
生のセレンディピティを愛する精神や深い物理の洞
察力が大いに発揮され、次々と新たな発見がなされ
ていく様子は本特集号の岩崎氏の記事で詳しく紹介
されていることと思います。
最後になりますが、ミュオン科学全体を見渡した
ときに、山崎先生の最も大きなご功績はやはり素晴
らしい人材を集められたことではないかと思いま
す。私の院生時代、ブースター利用施設の一角を占
めていたミュオンの施設（「東京大学理学部附属中
間子科学実験施設 [UT-MSL]」という長い名前が付
いていました）は、まだファーストビーム取り出し
に成功してから間もない頃（ちょうど今の J-PARC
MUSE のような状況）で、ようやく µSR 等の実験
装置が整い始めたというところでしたが、「パルス
状ミュオン利用」という前人未踏の地へと快進撃を
始めた「中堅・若手」の研究者や院生で大変な活気
に溢れていました。当時の実験施設は、そこで本邦
初の大型超伝導ソレノイドチャンネルを成功させ
て意気軒昂な永嶺先生を筆頭に、中山久義氏（現・
KEK 名誉教授）、今里純氏（現・KEK）、早野龍五氏
（現・東京大）それに有能な技官や秘書の皆さんと
いった、少数ながらも「一騎当千」のスタッフを擁
し、大学院生では久野良孝氏や石田勝彦氏、三宅康
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プチ特集：会議開催報告

ＡＳＲ２００９
日本原子力研究開発機構
先端基礎研究センター
髭本亘
第 9 回先端基礎研究国際シンポジウム

DNA における情報伝達の様子や血液中のヘモグロ

～陽電子、ミュオン、及び、その他のエキゾチック

ビンの酸素状態をミュオンで観測できることなどの

粒子ビームを用いた材料物性と原子分子科学研究

先駆的な研究が紹介された。Yamaya も特別講演と

（ＡＳＲ２００９）～

して、Depth of interaction detector を用いた PET
の最近の進展が紹介され、360 度に検出器を配置

2009 年 11 月 10 日から 12 日まで、東海村テク

した OpenPET による 3 次元画像化などが紹介され

ノ交流館リコッティにおいて、ミュオンや陽電子、 た。
材料研究の講演は最も講演数が多いものであっ
不安定核などの粒子線ビームを利用した物質材料科
学の現状をテーマとした JAEA 先端基礎研究センタ

た。Sugiyama からはホウ素系水素吸蔵物質におい

ー主催の国際シンポジウム「第 9 回先端基礎研究

て H-µ、または H-µ-H 構造が形成されるとの研究が

国際シンポジウム (ASR2009) ～陽電子、ミュオン、 報告された。Sasaki は欠陥周囲の状態の違いのた
及び、その他のエキゾチック粒子ビームを用いた材 めに物質により脱水素化後に欠陥の回復に大きな差
料物性と原子分子科学研究～」が行われた。ミュオ

が見られることなどを述べた。また半導体ではまず

ン、陽電子、不安定核を用いた NMR 実験など電荷

Tuomisto により、III 族の窒化物半導体が議論され、

を持った粒子線利用の研究はお互いに関連も深く、 陽電子により空孔の観測が行われその導電性の起源
相補的な側面をもつ。それと共に全く異なる特徴も として負に帯電した欠陥の存在の重要性が指摘され
持ち合わせている。本シンポジウムでは、そのよう

た。Kuruplach による ZnO の欠陥についての陽電

な類似性、相補性を理解することで相互の理解を高

子による研究では、Zn, O の単独の欠陥だけでなく

め、研究の質の向上を図ることを目的とし、講演を

Zn, O 両者の欠陥の存在が述べられた。Shimomura

通じてそれらの相補的利用などが議論され、相互の

からは GaAs においてレーザーによる励起した電子

理解を深めた。講演はミュオンと陽電子を中心に行

とミュオニウムの間の相互作用によるスピン減偏極

われ、原子・分子科学、基礎物理・化学、強相関電

機構が報告された。

子系、半導体、金属・合金、高分子、表面科学、ナ

超伝導や強相関物質系はミュオンやβ-NMR に

ノテクノロジ―、生物・医学応用、産業応用、研究

よる報告が中心になされた。8Li をプローブとした

施設、ビーム開発、装置開発と物質科学を幅広い内

β-NMR により深さを制御することで Ag/Nb 膜に

容を取り上げた。また、国内 73 名、国外 29 名の

おいて近接効果を含めた超伝導状態の変化が Kiefl

参加者を集めた。本稿では会議の中から口頭発表を

により述べられた。さらに同じ系において低エネ

中心とした内容を紹介する。

ル ギ ー ミ ュ オ ン を 用 い た 研 究 が Morenzoni か ら

初日は共同議長の河裾（JAEA）と髭本から趣旨

報告され、超伝導揺らぎの観測がミュオンで初め

説明の後、籏野先端基礎研究センター長、JAEA 横

てなされたとの報告がなされた。Kadono からは

溝理事より挨拶をいただいて始まった。最初の講

Ca(Fe,Co)AsF において超伝導と磁性相が競合し、

演は特別講演として Nagamine によるミュオンを用

それらは島状に相分離していることが報告された。

いた生命科学の進展が報告された。タンパク質や

MacLaughlin によりフラストレーションを持つ磁

18
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性についての成果が述べられ、増強核磁性などの観

ミュオン施設の報告がなされた。特に J-PARC は昨

点での説明が試みられた。

年稼動を開始した新たな大強度ミュオン源であり、

化学分野からの講演では、Ghandi によるミュオ
ニウムを用いた化学が紹介され、エタン中のミュオ

講演直前に世界で最も強度の大きいパルス状ミュオ
ンを供出する施設となったことが報告された。

ニウムの収量の圧力依存性などが述べられ、水素の

最終日は J-PARC へのツアーが行われ、中性子実

反応という基礎的な分野での未解決な問題は逆に新

験施設とともにミュオン実験施設の見学がなされ

鮮であった。また McKenzie からは液晶分子中のミ

た。新しい加速器施設は手法に関わらずあらゆる参

ュオニウムの反応が報告された。Shinohara からは

加者の興味を惹くものであり、見学中も多くの質問

分子におけるパイオン原子及びミュオン原子の形成

があった。

過程の研究が紹介され、パイオン原子では水素の転

以上、口頭発表を中心に会議の一部を紹介した。

移反応が励起状態からのみ起こるなど形成過程の議

このように基礎から応用、さらに実験施設にいたる

論がなされた。

までさまざまな研究が報告された。残念ながら複数

原 子 核 や 素 粒 子 か ら の 講 演 も 数 多 か っ た。 のプローブの相補的利用により新たな知見を得られ
Armour からミュオン触媒核融合や反陽子の形成に

たといった報告はあまりなく、もう一歩踏み込んで

関しての概説が紹介された。Tom からはポジトロ

いく必要性を感じた。その一方で、プローブの違い

ニウムの高密度トラップによるポジトロニウム分子

による相補性が垣間見えるものもあり、例えば先に

形成の可能性が報告され、このような新しい分子

述べた半導体では陽電子による研究では空孔の重要

形成は BEC 等多くの研究の門戸を開くものであり、 性が指摘されているのに対し、ミュオンでは水素の
注目される。反物質においての重力が物質と同じで

重要性が指摘されており、異なる視点での研究から

あるのかは、未解決の問題であり、ポジトロニウ

異なる結論が得られている。しかしこれらが一同に

ムを用いることで反水素を作る試みが紹介された。 介す事で初めて相互の理解が行われることになり、
Ferragut は Aerogel など多孔質系をもちいたポジト

その意味では本シンポジウムは非常に意義があった

ロニウム形成を、Muranaka は小型線形加速器によ

ものとは考える。なお、本シンポジウムのプロシー

るタングステン箔への陽電子照射によるポジトロニ

ディングスは Journal of Physics, Conference Series

ウム放出の準備実験を述べた。また Iwasaki はミュ

として出版予定である。

オンの g-2 測定実験にむけて、真空中へのミュオニ

最後に籏野センター長をはじめとする推進室の

ウム放出のための標的 Silica aerogel による実験計

方々、および J-PARC ツアーのアレンジを行ってい

画を紹介した。これら基礎となる科学の検証にミュ

ただいた J-PARC センター広報セクション、見学に

オンや陽電子の果たす役割は大きく、今後の進展が

協力くださった J-PARC ミュオンセクションの方々

望まれる。

にお礼を申し上げます。

実験技術、装置、施設に関する報告もバラエテ
ィーに富むものであった。Oshima からは Linac に
より加速された e- をベースにした高強度陽電子源
の開発が報告された。PsSR の研究は Saito から報
告された。現状まだ基礎的なデータの積み重ねの
段階で、今後物質研究への応用などが期待される。
Hugenschumidt からは陽電子による高精度オージ
ェ分光により Fe 上の Cu 膜が単層から観測できる
ことが報告された。また国内の陽電子施設の概要
が Hyodo から報告され、多くの施設で多彩な研究
がなされていることが、Mascher からはカナダに
おける新しい大強度陽電子源の建設計画が述べられ
た。ミュオンに関しては、Iwasaki から理研 RAL ミ
ュオン施設の現状が報告され、Miyake から J-PARC
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集合写真

ポスターセッションの様子。

重い電子系物質のミュオンによる研究結果を講
演中のロバートヘフナー氏。
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平成 21 年度京都大学原子炉実験所専門研究会
「短寿命核および放射線を用いた物性研究（II)」

理化学研究所
仁科加速器研究センター
小林義男
と、RI ビームによる原子核研究（3 件）、RI ビーム
による物性研究（1 件）、メスバウアー分光法（10
件）、β-NMR 法（2 件）、摂動角相関法 PAC（1 件）、
陽電子消滅法（1 件）、µSR 法（2 件）、核共鳴散乱
実験（2 件）です。その他に今回は、2010 年春に
2009 年 12 月 16，17 日の 2 日間、大阪府熊取

定年退官される片田元己先生（首都大院理）が、
「メ

町にある京都大学原子炉実験所（KUR）で「短寿命

スバウアー分光法による分子内・分子間結合状態の

核および放射線を用いた物性研究（II）」専門研究

研究」という講演題目でレビューされました。メス

会が開催されました。放射性原子核およびこれらか

バウアースペクトルの吸収面積強度は無反跳分率と

ら放出される放射線をプローブとして、原子核と核

いう因子に依存しますが、その無反跳分率はメスバ

外電子との超微細相互作用を観察することで、物質

ウアー原子の平均二乗変位と強い関係を持ちます。

中の局所的電子構造や化学結合様式などの基本的か

よって、面積強度の温度依存性は分子運動の温度依

つ重要な知見を得ることができます。従来この分野

存性を反映することとなり、ひいては化学結合状態

では、メスバウアー分光法・摂動角相関法（PAC）
・

や格子力学的挙動の指標ともなります。先生は、錯

摂動角分布法（PAD）・核磁気共鳴法（NMR）・陽

体の配位子の分子長と格子振動の定量的解釈をし、

電子消滅法等により多くの研究成果が報告されてき

また層状化合物や粘土鉱物に挿入されたゲスト分子

ました。これらの実験手法を用いて新しく得られた

の電子状態や格子振動、相転移などの無機化学研究

研究内容の発表と討論をし、物性物理や物質科学研

に多大な貢献をされ、その研究例を紹介されました。

究の質的向上と高度化を図る場として、KUR 専門

類似のシンポジウムや研究会が多い昨今、「この研

研究会が年 1 回晩秋のこの時期に開催されていま

究会ならでは」という特徴は、参加者の専門が多種

す。この研究会の歴史は長く、22 年前の 1987 年

多岐の幅広い分野にわたっているところにありま

の「超微細相互作用専門研究会」に遡り、「短寿命

す。同じ実験手法を利用した研究でも、物性物理や

RI による物性研究」「放射線および原子核をプロー

無機化学、材料工学、原子核物理の専門家が一同に

ブとした物性研究の新展開」などに副題を変遷しつ

会して討論し、議論をする場は他にはあまり例をみ

つ連綿と定期的に開催されています。初期には、元
京大炉所長であった前田 豊先生や川瀬洋一先生（元
京大炉）、那須三郎先生（元阪大基礎工）、南園忠則
先生（前阪大理・現福井工大）らが世話人として研
究会を盛り上げてこられました。現在は、大久保嘉
高氏（京大炉）が中心となって開催し、筆者も名ば
かりの世話人として多少のお手伝いをしています。
今回の講演数は 22 件あり、実験手法で分類する
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ません。金属錯体のメスバウアー効果の研究結果に
対して原子核物理や理論計算の大家の先生からの鋭
い質問は、当人ばかりでなく参加者すべてに普段と
は違った緊張感と新鮮感をもたらします。違った視
点からの指摘は、実験結果の解釈を発展的包括的に
導くので自ずから有意義な議論となります。このこ
とが、長く定期的に開催されている理由の一つと考
えられます。しかし、そのために各人の持ち時間を
大幅に越えてしまうこともしばしばで、世話人にと
っては時間配分に悩まされることになるのですが。
µSR 実験の研究成果報告会もこれに似た雰囲気があ
りますが、測定手段やその対象がより広範なので、
思いがけない研究のヒントを得たり、異分野間の共
同研究へと進展する機会も多くなります。
既に記したように、この KUR 専門研究会では、
メスバウアー分光法を応用した研究発表が約半数を
占めています。これは、原子核プローブや超微細相
互作用を用いた物性研究分野全体における研究者比
率とほぼ同じ割合のように思えます。しかし、メス
バウアー効果の測定時間スケールは、そのメスバウ
アー準位の寿命で決まるために、典型的な 57Fe 核
の場合は〜 10-8 秒です。磁気相転移や電荷移動な
どのダイナミクスを追跡するにはより早い時間スケ
ールが求められる場合も少なくなく、10-6 〜 10-11
秒の時間スケールをもつ µSR 法は非常に魅力的な
実験手法です。今回の KUR 専門研究会では、渡邊
功雄氏（理研）にお願いして理研 RAL 施設の現状
報告と最近の研究例を紹介していただきました。講
演後、この手法に興味を示す参加者も少なくありま
せんでした。異なる時間スケールで観測することは、
互いに相補し合いより深い理解が可能であると考え
ます。ミュオン物性研究者の方々にも、是非ともこ
の KUR 専門研究会に関心をもっていただき、多く
の方々に参加してお話をしていただきたいとお願い
する次第です。
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非磁性結晶場基底を有する PrPb3
におけるミュオンスピン緩和
日本原子力研究開発機構
先端基礎研究センターアクチノイド
化合物磁性・超伝導研究グループ
伊藤 孝

性を破る磁気多極子の秩序は許されないから、零磁

・はじめに
私がミュオン物性実験のために初めて KEK-MSL

場において f 電子に起因する静的内部磁場が観測さ

を訪れてからかれこれ 7 年が経とうとしている。7

れることはないように思われる。しかし、ミュオン

年間ひたすら 1 つのことに打ち込めば大抵はベテ

のような非常に感度の高い磁気プローブを用いる

ランと呼べるような技術なり知識なりが身につくも

と、非磁性結晶場基底系であっても極低温において

のであろうが、ミュオン物性については知れば知る

f 電子に起因する MHz オーダーの遅い揺らぎをも

ほど奥深いものであり、自信をもって物を言えるよ

つ内部磁場が観測される [1-3]。この準静的な内部

うになるにはさらに経験を積む必要があると感じ

磁場は 141Pr 核と f 電子の超微細相互作用よって生

る。この ” 難しさ ” には様々な原因があるだろうが、 じる ” 増強された核磁気モーメント ” によるもので
１つには観測対象の系にミュオンを注入した状態は

ある。Pr イオンの f 電子は超微細相互作用により

ミュオンでしか知り得ないという事情がある。幸い、 Pr 核スピンからの ” 磁場 ” を感じ、これにより磁気
私の主な研究対象である金属系ついては、ミュオン

モーメントが誘起される。141Pr 核磁気モーメント

注入による系への影響は経験的に無視できる程度に

と誘起された f 電子の磁気モーメントは、渾然一体

小さいと言われている。それでも極めて稀にではあ

となって、あたかも 1 つの Pr 核磁気モーメントが

るが、バルク物性と相容れない現象が観測にかかる

増強されたかのように振舞うのである [4,5]。この

ことがある。本稿では、その典型例として非磁性結

現象は増強核磁性と呼ばれ、異常に高い温度 (~mK)

晶場基底を有する PrPb3 における異常なミュオンス

における核磁気秩序としてバルク物性にも反映され

ピン緩和とその原因であるミュオンと Pr 局在 f 電

る [6,7]。Pr のナイトシフトテンソルを K、核磁気

子の静電相互作用について著者の最近の研究より概

モーメントを µ とすると、増強された核磁気モー

要をご紹介したい。

メントは (K+1)µ と表記することができる。

・非磁性結晶場基底を有する Pr 系における増強核

・PrPb3 における零磁場 µSR [8]
PrPb3 は AuCu3 型の単純な結晶構造をもつ f 電

磁性
本題に入る前に、非磁性結晶場基底を有する Pr

子系金属間化合物である ( 図 1a)。Pr イオンは +3

系に共通して見られる増強核磁性と呼ばれる現象に

価の状態を取り、3H4 多重項は Oh 対称の結晶場に

ついて概説しておこう。金属中の Pr イオンは通常

よって図 1b のように分裂する [9]。結晶場基底は

+3 価の状態をとり、1 イオンあたり 2 つの 4f 電子

Γ3 二重項であり、電気四極子の自由度をもつが磁

を有する。これらの 4f 電子はスピン・軌道結合に

気的な自由度はもたない。この自由度は 0.4K の電

3

より 9 重に縮退した H4 多重項を形成する。この縮

気四極子秩序によって消失し、基底状態へと至る

退は物質中の結晶場によって部分的に解かれるが、 [9,10]。また、極低温下の核磁化により ~5mK にお
結晶場の条件によっては磁気的自由度を持たない結

いて反強核磁気秩序が観測されており [7]、これよ

晶場基底が形成されることがある。非磁性結晶場基

り強い増強核磁性が示唆される。この核磁化から

底が張る部分空間のみを考えた場合、時間反転対称

見積もられた有効核磁気モーメントは 141Pr の裸の
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図 1: PrPb3 の結晶構造およびミュオンサイト
(a) と結晶場準位 (b)[9]。
核磁気モーメント 4.09µN の 36 倍にも及ぶため、
µSR により速い緩和が観測されることが期待され
る。また、核磁気秩序温度から Pr 核スピン揺らぎ
周波数を見積もると 36MHz 程度となることから、
µSR の時間スケールで見た場合に、もしミュオンが
局所的に Pr イオンの状態を変えていなければ、動
的な内部磁場が観測されるはずである。
これらの ” バルクの性質 ” を念頭においた上で、
零磁場 µSR の実験結果 ( 図 2a) を見ていただきた

図 2: (a)T=6K( 常 磁 性 状 態 ) に お け る 零 磁 場

い。予想に反して明確な周期構造が常磁性状態にお

µSR スペクトル。挿図はそのフーリエスペクト

いて観測され、これによりミュオンが静的な内部磁

ルである ( 周波数ゼロ成分は除いてある )。(b)

場を感じていることが明らかである。フーリエ変換

ミュオンスピン回転周波数 f1~f5 の温度依存性。

により周波数分布を調べてみると、非常に興味深い
ことに 6 つの周波数 ( 周波数ゼロを含む ) が等間隔

しよう。簡単のため、ミュオンスピンと Pr の増強

に並んでいることがわかった。周波数の温度依存性

された核スピンの間の双極子結合のみを考慮し、ミ

( 図 2b) から、この内部磁場が磁気秩序によるもの

ュオンに隣接する Pr イオンのナイトシフトテンソ

でないことは明白である。ゆえに Pr の増強核磁性

ル KNN に異方性を導入することでミュオンが存在す

に関連した現象であると考えてよいだろう。内部磁

ることによる低対称化の効果を取り入れる。

場の量子性と、分裂数が Pr 核スピン I=5/2 の自由

まず、ミュオンに隣接する Pr イオンの f 電子状

度 2(I+1)=6 に対応していることも Pr 核スピンとミ

態が結晶構造に固有の立方対称性を保持していると

ュオンスピンの結合を示唆している。ただし、” バ

仮定して (KNN はスカラー )、増強された核磁気モ

ルクの性質 ” とは明らかに異なる内部磁場が見えて

ーメントが裸の核スピンと同じ方向を向いている場

いることから、ミュオンが存在することによる近

合についてミュオンスピン偏極の時間発展 P(t) を

接 Pr イオンへの影響を考慮する必要があるだろう。 計算した結果を図 3b に示す。スペクトルは複雑な
ミュオンナイトシフトの磁場方向依存性から、ミュ

曲線となり、実験データとの一致はよくない。

オンの停止位置は図 1a に示した 2 つの Pr イオン

今度は低対称化の極限として KNN がイジング的

の中間であることが既にわかっている [11]。この

な異方性をもつ場合について考えていこう。この

位置におけるミュオンスピンと Pr スピンの結合を

とき、3 スピン系 Pr-µ+-Pr の対称軸に平行な成分の

考慮するにあたり、直線状に並んだ Pr-µ+-Pr という

み Pr 核の磁性が増強されることになる。ミュオン

3 スピン系モデルを使って議論を進めていくことに

スピン S と 2 つの Pr 核スピン I1, I2 の結合はそれぞ
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た。高磁場中のミュオンナイトシフトにおける極端
に強い異方性 [8,11] もこの結論を支持している。
ナイトシフトテンソル K は f 電子磁化率テンソ
ルχに比例する量であるから、本実験結果はミュオ
ンの影響により隣接する Pr イオンの f 電子磁化率
テンソルχNN が等方的な状態から極めて異方性の強
い状態に変化していることを意味している。局在 f
電子系の f 電子磁化率は物質中の結晶場によって大
きく変化する。そこで、ミュオンの点電荷が物質固
有の結晶場に及ぼす影響を考慮することでχNN の異
方性を理解することはできないだろうか。PrPb3 固
有の結晶場パラメータは中性子回折や磁化の精密測
定により詳しく調べられている。ここにミュオンの
点電荷が入ることにより、隣接 Pr サイトの結晶場
の対称性は立方対称 Oh から正方対称 C4v に低下す
る [12]。この効果を最低次の摂動として取り入れ
ると、結晶場ハミルトニアンは次の形となる。
HCEF = B20O20 + Hcubic
ここで、O20 は 2 次のスティーブンス等価演算子、
B20 は結晶場パラメータ、HCEF は PrPb3 固有の結晶
場ハミルトニアンである。このハミルトニアンから
図 3: (a) 零磁場 µSR スペクトル (T=6K) に対す

1 イオンの f 電子磁化率を求めることができる。試

る理論曲線によるフィッティング。挿図は 3

行の結果、結晶場パラメータ B20 の符号を負に取る

スピン系 Pr-µ+-Pr のスピン状態を模式的に表

ことによってχNN のイジング異方性を再現すること

現したものである。青い矢印は異方的に増強さ

ができた。このことは非常に興味深い知見を含んで

れた Pr の核磁気モーメントを表している。 (b)

いる。点電荷描像に基づいて結晶場を扱った場合、

核磁気モーメントが等方的に増強された場合の

B20 の符号はミュオンサイトの有効電荷の符号に対

理論曲線。

応するため、この結果よりミュオンサイトに負の有
効電荷が生じていることが示唆されるのである。伝

れの平行成分 (S||,I||1,I||2) のみを考えればよく、スピ

導電子によるミュオン正電荷の過剰遮蔽の可能性な

ンハミルトニアンは S||(I||1+I||2) に比例した簡潔な形

どが考えられるが、詳細は不明である。同様な議論

に帰着する。ミュオンの感じる内部磁場の大きさは

が可能な既存のデータとして PrIn3 のミュオンナイ

(I||1+I||2) の絶対値で決まるため、全ての量子数の組

トシフトがあるが、こちらの場合は B20 > 0 である

み合わせを同様に確からしいとして数え上げると、 [12]。この違いが如何なるパラメータに依存するの
磁場がキャンセルする場合を含めて 6 つのとびと

か明らかにすることができれば、金属における結晶

びの値を取ることがわかる。このモデルによって

場の微視的なモデルの構築に貢献できるのではない

導かれた関数に現象論的に緩和を導入することで、 だろうか。現在、等晶系における系統的な研究が進
図 3a に示すような非常によいフィットが得られる。 行中である。
一方、このケースとは逆に 3 スピン系 Pr-µ+-Pr の
対称軸に垂直な面内の成分のみ核磁性が増強を受け

・おわりに

るとした場合、このような実験とのよい一致は得ら

本稿でご紹介した研究は KEK、TRIUMF、および

れない。以上により、ミュオンに隣接する Pr イオ

PSI のミュオン実験施設において得られたデータを

ンのナイトシフトテンソル KNN がイジング的な異

もとにしている。各研究施設のスタッフの方々の

方性をもつ状態に変化していることが明らかになっ

ご協力に感謝したい。また、西田信彦教授 ( 東京工
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業大学 )、髭本亘博士（日本原子力研究開発機構）、 西田信彦教授 ( 東京工業大学 )、髭本亘博士 (KEK →
大石一城博士（日本原子力研究開発機構、現・理化

日本原子力研究開発機構 ) のご指導のもと、µSR に

学研究所）、R. H. Heffner 博士（日本原子力研究開

よる物性研究を本格的に始める。修士論文のテー

発機構、ロスアラモス国立研究所）、青木勇二准教

マは PrPt5 における超伝導と増強核磁性。さらに、

授（首都大学東京）、Alex Amato 博士（PSI）、鬼丸

GM 冷凍機を用いた 4He フリー 3He 冷凍機の製作を

孝博助教（広島大学）、鈴木博之博士（物質・材料

通して低温技術を習得。

研究機構）との共同研究であり、科研費 ” スクッテ

2008 年 3 月 東京工業大学大学院理工学研究科物

ルダイト構造に創出する新しい量子多電子状態の展

性物理学専攻博士課程修了 ( 西田研究室 )

開 ”、21 世紀 COE プログラム ” 量子ナノ物理学 ”、 西田信彦教授 ( 東京工業大学 )、髭本亘博士 ( 日本
および KEK ミュオン共同利用実験プログラム（海

原子力研究開発機構 ) のご指導のもと、µSR による

外施設利用）の支援を受けて行われたことをここに

f 電子系における多極子秩序の研究により理学博士

明記し、謝辞とさせていただきたい。

の学位を取得。
2008 年 4 月 ~ 日本原子力研究開発機構先端基礎研
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国際基督教大学 (ICU)
教養学部放射化学研究室
久保謙哉

まずは、、、、、、くまさんからの、いつものように

の約 1/6 は９月入学生）４年生が一人いるだけです。

言葉遣いは非常に丁寧でありながらも、ネタ枯れな

また研究室といっても非常勤を含めようとしても職

のかまったく有無を言わさない電話を受けたのは正

員は私一人なので、廃液処理から電話番、予算獲得

月早々だったでしょうか。いにしえを思い起こせば

までたった一人の中年オヤジがこなしている状態で

私自身が「めそん」誌の編集担当者の末席を汚して

した。ところが、昨年度から文部科学省私立大学戦

いたころには、石田編集長の指令のもと、多忙を極

略的研究拠点形成支援事業という補助金を 5 年間

める先生方に許諾のお伺いもなく、締切を先に決め

いただけることになり、今年１月から大阪大学物理

た原稿依頼をするという暴挙を繰り返していたの

の南園研究室出身の長友傑氏に博士研究員としてお

が、気づけば遅まきながら反射波がわが身を囲繞し

手伝いいただけるようになりました。これまで私が

ているという現実。研究室の紹介をといわれても、 手がけていた研究を強力に推進するとともに，ご自
“ 研究室 ” と扉に書かれているのは私のオフィスだ

身のテーマであるβ-NMR の研究も続けていただい

けで、ほかには着任したときの未開封のダンボール

ています．

がいまだに半分の面積を占める実験室しかないの
で、話題を研究内容と大学の紹介に話題を拡散させ， 研究内容紹介
貴重な紙幅を駄文で埋めさせていただき責を果たし

1．インビームメスバウアー分光

たものと読者諸賢のご寛恕を請う次第です。

1.1 中性子捕獲反応による化学変化

ひすとりかるには、2002 年４月に ICU 着任し、

核 反 応 に 付 随 し て 化 学 反 応 が 起 こ る こ と は，

間もなく８年。なぜか着任当初から卒業生が二人い

1934 年に Szilard と Chalmers が水に不溶の液体の

ました。４年生は卒業論文が必須なので、毎年変動

ヨウ化エチルを中性子照射した後に水と混合する

はありますが、数人ずつの研究室メンバーが存在し

と，放射性のヨウ素が水に抽出される，つまりヨウ

ています。ただし昨年は私が sabbatical で学生と接

素と炭素の結合が切れることを発見したことに始ま

していなかったせいか今年は６月に卒業する（学生

り，ホットアトム化学という研究分野となっていま
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す．核反応によって得られる大きな運動エネルギー

この検出器を使って 20 世紀の終わり頃から日本

をもつ高励起状態の原子の起こす反応で，反応自体

原子力研究所３号炉の中性子ビームホールの中性子

の興味と実験室では作れないような物質の生成が期

ビームを利用して，56Fe（n，γ）57Fe 反応で生成

待されているわけです．気体での反応は，レーザー

した 57Fe の状態のインビームメスバウアー分光法

の利用が進んで研究が進展しています．しかし凝縮

による研究を始めました．今でもそうですが，ビ

系では生成物の同定に溶媒への溶解やクロマトグラ

ームを出しながらの測定はノイズとの戦いが厳し

フィーなどの化学的手法を使うために，分析過程で

く，初期の頃にはピークらしいピークが見られず遮

初期生成物が通常見られる安定な化学形に変化して

蔽を積んだりいろいろな苦戦をしていました．結局

しまうということから，世界的にも研究は下火とな

のところミュオンと同じでビーム周辺にはできるだ

り decay out 寸前の ( したという人もいる ) 状態で

け物を置かないというのが解決策でした．図 1 に

す．熱中性子捕獲反応 ( 主として（n，γ ) 反応）は， 室温でのパイライト (FeS2，二硫化鉄，黄鉄鉱，愚
荷電粒子誘起反応と違って，熱中性子は核反応する

者の黄金 ) のスペクトルを示します．57Fe は原子核

までにほとんど物質と相互作用しないことから（n， 反応直後の高励起状態から高エネルギーのγ線を放
γ ) 反応後の生成物について多くの研究が行われて

出してメスバウアー準位の第一励起状態 (14.4 keV)

きて，我々の 1~2 世代上の人々は楽しんでいたわ

になります．この 14.4keV のγ線のエネルギーを

けですが，今現在ホットアトム化学が専門だと称す

精密に測定するわけです．高エネルギーγ線がノ

る現役の研究者は地球上にはヒトケタでしょう．レ

イズの主な原因ですが，その放出の反跳 ( 反動）で

ーザーの人たちはレーザー化学と称するので。

57

Fe は格子位置から飛び出し，1/3 は再び格子位置

さて世の中に R. L. Mössbauer が見つけた原子核

に，残りの 2/3 は格子間位置におさまるというこ

のγ線共鳴を利用するメスバウアー効果というもの

とがわかりました．中性子インビームメスバウアー

があり、これを利用したメスバウアー分光法という

実験は我々が最初に行ったわけではなく，1960 年

手法があります。メスバウアー分光法では、メスバ

代にドイツのグループが報告しています．彼らは高

ウアー効果を起こす原子核（メスバウアー核）を含

エネルギーγ線のノイズを落とすために，主検出器

む原子（以下面倒なのでメスバウアー原子）の酸化

を 17 本の anti-coincidence 検出器で囲むという方

状態や磁性、周囲の電場勾配などの化学的情報を与

式で初めてスペクトルを得ることに成功しています

えてくれます。これは固体でしか測定できない方法

が，その後誰も挑戦していませんでした．おそらく

ですが、γ線の大きな透過力のおかげで試料を破壊

実験の手間に対して得られる情報が見合わなかった

することなく測定することができます．普通の分光

ものと思われます．実は PPAC だけを使って anti-

法と同様に、光を吸収する側を試料にしても（吸収

coincidence を用いることなくメスバウアースペク

法）放出する側を試料にする（発光法）こともでき

トルの測定できることがわかり，57Fe の落着く先の

ます。さてそこで、（n，γ）反応で生成する原子核

温度依存性や，二硫化鉄のもうひとつの結晶形であ

がメスバウアー効果を測定できるようなものであれ

る白鉄鋼との比較などを実験しています．化学とし

ば、発光法でメスバウアー原子の状態を調べること

ては，温度をずっと下げて核反応の本当の直後の不

ができるわけです。つまり、原子核反応を経験した

安定な化学形を凍結して捕捉できることを期待して

その原子の状態を非破壊的にそのまま測定できま
す。
共同研究者である理化学研究所の小林義男博士
は、次に紹介する 57Mn を線源とする 57Fe（最も
よく利用されているメスバウアー核）のメスバウ
アー分光実験のために平行平板電子雪崩型検出器
(Parallel Plate Avalanche Counter, PPAC) を開発し
ています。これはメスバウアー分光器の検出部分で
すがそれ自身が 57Fe のメスバウアー効果を利用し
ていて感度と S/N が高いという特徴があります．
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きる 57Fe の状態を調べたりしていました．これは

います．

実験室で知られていない 57Fe の +8 価のものが，+7
1.2 57Mn を線源とする物質中の Fe の挙動の研究

価の 57Mn から生成することを期待したものでした．

世の中でメスバウアー分光というのは 90%以上

それらしいスペクトルが出たのですが，理研ではな

が鉄の研究です．それはメスバウアー核の中で測定

かなかビームタイムが得られないことから，さらな

がもっとも簡単であり，地球上には鉄が豊富で，ま

る追求はあきらめ気味でした．ところがミュオンユ

た鉄を含む化合物に興味深い性質を示すものが多い

ーザーとして知り合いになった大阪大学の三原基嗣

ということに拠ります．一般に鉄のメスバウアース

先生のご助言で放射線医学総合研究所の HIMAC（炭

57

ペクトル測定は前述の Fe を利用し， Co という

素線がん治療が主目的）で 57Mn の実験ができるか

半減期 270 日で EC 壊変する線源が市販されていま

もしれないということで，課題募集に応募してみま

57

57

57

－

すが， Fe にはもうひとつ Mn というβ 壊変す

した．初年度の 2008 年は HIMAC ではまず加速実

る線源もあります．ただしこれは半減期が 87 秒な

績のある 59Co ビームから 57Mn を作って実験をし

ので，当然誰も売ってくれず，線源を作りながら測

ました．57Mn の生成率は 58Fe ビームの約 1/10 です．

定しなければなりません．我々はこれを高エネルギ

標準的な打込みターゲットである金属アルミニウム

58

ーに加速した Fe を Be に照射して核破砕反応でつ
57

58

でなんとかメスバウアースペクトルが取れることが

くり，物質に打込んで Mn が壊変してできた Fe

わかったところで，2009 年度は HIMAC で高価な

の状態をメスバウアー分光法で調べるということを

58

しています．この方法の利点の一つに，一個一個の

き，十分に我々の研究に使える強度と質の 57Mn ビ

原子からのγ線測定なので，ミュオンと同様にプロ

ームが得られました．またこの実験では 57Mn の出

ーブ同士の相互作用のない究極の希釈極限での情報

すβ－線がノイズの原因になっていたのですが，長

が得られることが挙げられます．また，普通の状態

友さんの発案でうまくβ－線成分を除くことができ

では鉄を混ぜ込むことができないような物質に無理

るようになり，SN 比が 20 倍向上しました．図 2

やり鉄を打込んだらどうなるかを見るということ

に酸化マグネシウムに打込んだ 57Mn から生成した

で，実験室的手法では合成できないようなものを作

57

ってみるというのも目標の一つです．といってもま

簡単な化合物をターゲットにしてみたというところ

だそこまで研究は進捗していません．数年前までは

です．低温ではなにやらいろいろなものができてい

理化学研究所のリングサイクロトロンを使って過マ

るのですが，室温では岩塩型構造の MgO の Mg 位

57

ンガン酸カリウムに Mn を打込んで，そこからで

Fe( 同位体存在度 0.3%）のビームを出していただ

Fe のメスバウアースペクトルを示します．まずは

置に入っている 57Fe が多いことがわかります．さ

Normalized counts

まざまな夢がふくらんでいるところです．付言させ

108

ていただくと，学生時代から多くの大型施設にお世

106

話になってきた私ですが，HIMAC の共同利用施設
としての利用しやすさ，また実験サポートをしてく

104

ださる技術員の人たちの hospitality は抜群で，本

102

来の目的からして「ビームは必ず出す」という徹底

100

した姿勢に深く感銘を受けています．

98
-4 -3 -2 -1 0 1 2
Velocity (mm/s)

3

4

2. ミュオンでは何をやっているのか
2.1 リン酸カルシウム中のミュオニウム
2005 に X 線照射したリン酸カルシウム中で水素

図１．二硫化鉄の中性子インビームメスバウア

が化学結合することなく，孤立して存在することが

ースペクトル．横軸はドップラー速度で表した

電子スピン共鳴 (ESR) 測定から推測されるという論

14.4keV γ線の標準物質（純鉄）からのエネル

文が発表されました．おそらく X 線によって発生

ギー変位．3mm/s が 10

-11

の変位に相当する．

二つのダブレットはそれぞれ異なる化学種．
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した電子が，不純物として含まれていた水素イオ
ン (H+) と結合して H になったのだと思われますが，
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リン酸カルシウムというようなイオン性の酸素末端

トがあり，また資料を壊さないし空気中で測定で

が存在する物質中で水素が H+ でもなく結合をつく

きるというのも貴重な資料の分析には重要なファ

るでもなく存在しているのは非常に不思議です．そ

クターです．これはちゃんと使うべきです．私た

こで我々はその状態を，正ミュオンをリン酸カルシ

ち は，KEK-MSL で Damageless and Regioselective

ウムに打込んでミュオニウムを生成することによっ

Elemental Analysis by Muonic X-ray (DreamX) と銘

て調べようと試みました．シャットダウン直前の

打って試験的に実験をしました．唐三彩（模造）の

KEK-MSL で実験して，孤立ミュオニウムの片鱗を

馬のスペクトルが J-PRC MUSE のパンフレットに使

検出し，RIKEN-RAL でミュオニウムの縦磁場でカ

われていることは「めそん」の読者はご存知だと思

ップリングを測定し，PSI でミュオニウムの横磁場

います．

回転スペクトルの測定によって，孤立ミュオニウム

幸 い に も 2008 年 ク リ ス マ ス に MUSE の

の存在を確証しました．しかしここ 1 年は人手が

commissioning の一環として天保小判を試料とし

なく，また外国へ出かけなければならないというこ

てミュオン X 線の測定を行うことができました．

とからミュオニウムの位置などを明らかにしたいと

2009 年春には refine した測定系で原研先端研二宮

思いながらそのままになっています．

さんに中心になっていただいてきれいなスペクトル
をとることができ，これも今後の発展が楽しみです．

2.2 負ミュオン X 線測定による非破壊元素分析
負ミュオンが原子に捕らえられるときに放出する
ミュオン X 線で元素分析ができることは原理的に
は明らかなのですが，これまで本気で取組んだ人
はいません．物体中の狙った深さに止められ，多
数の元素を同時に測定できるという大きなメリッ

3. その他
物理学者の同僚の Mark B. Greenfield 教授と共同
で，大気γ線の測定を行っています．雨が降ると大
気中に浮遊していた放射性物質が地上に洗い落とさ
れてきて，γ線線量が増えることは良く知られてい
ますが，あるとき雷でも増えるらしいデータが得ら
れました．これは、γ線衛星で上空で最初に見つか
った雷電場による電子加速からの制動放射線といわ
れているものを地上で見ているのではないかとも思
われますが，あるいはなんらかの核反応が起こって
いるかもしれない．ぜひもっとデータを取りたいが
いかんせん東京では年に数回しか雷の機会がない，
ということで，雷が多いという宇都宮大学の工学部
57

図 2. MgO の Mn インビームメスバウアース

の屋上にゲルマニウム検出器を一ヶ月ほど置いて測

ペクトル．

定したり，冬に雷が多いというので金沢大学の低レ

30

「めそん」No.31, 2010 年

春

我らが研究室へようこそ

ベル放射線研究施設の近くの山の上に測定器をおい

て６月に卒業するという学生が総数約 3000 人の学

て測定したりしましたが，いまだはっきりしたデー

生の約 1/7 程度います．このカテゴリーは外国の

タが出ていません．雨水中の放射性同位体の放射能

教育制度のもとで高校最終学年を含み継続して２年

の比から雨粒が上空から地上に降下してくる過程を

以上教育を受けている（見込み）ことが受験の条件

調べようなどということも試みています．

になります．3 学期制度をとっていて，この原稿を

その他にも理研サイクロトロンを使ってクリプト

書いている３月の初めは３学期の期末試験終了直後

ンの化合物のメスバウアースペクトルを測定するこ

です．一学期は 11 週間なので，6 月下旬には 1 学

ととか，イオン交換樹脂に吸着した鉄の状態を調べ

期が終わり 7 月と 8 月は全部夏休みです．また講

るといろいろなこともやっています．といってもこ

義は 2 単位と 3 単位のものが多く，3 単位のもの

れまで一人だったので，私を仲間に入れて共同研究

はたとえば月水金と一週間に３時限の講義があるの

をしてくださっている方々がいなければ，全く進ん

も他大学と大きく異なるところでしょう．学生は批

でいなかった研究ばかりです．この場をお借りして

判的思考 (critical thinking) を仕込まれ，ICU の学

深くお礼申し上げます．

生と接したことのある方々はなんだか面白い学生だ

この大学は ?
「教養ある市民を育むため
の教育を、日本に」というこ
とで，戦後間もない頃に日本
やアメリカでの募金活動が行
われ（日本では 1949 年に当
時のお金で一億五千万円集ま
ったという）1953 年に開学
しました．リベラルアーツ教
育を日英両語で行うのが特徴
なのですが，このリベラルアーツとは「文理にとら

という印象をお持ちではないでしょうか．卒業研究

われず広く知識を身につけながら、創造的な発想法

は全員必修で，私の属する化学専修ではなぜか英語

を訓練する教育システム」ということです．2008

で卒論を書くという習慣が確立していて，４年生は

年にはそれまであった 6 つの学科を廃止し，学生

数十ページの英語論文をまとめることになっていま

は 1･2 年次は、一般教育科目やさまざまな分野の

す．

基礎科目を学びながら自分の可能性を探る．そして

東京都 23 区の西にある三鷹市の西のはずれにあ

3 年次からは、より深く学ぶために「メジャー」（専

り，戦争中は中島飛行機という零戦を作っていた会

修分野）を選択して学びを深めます．自然科学系で

社の敷地だった 62 万平方メートルの広いキャンパ

は生物学・化学・情報科学・数学・物理学の５つの

スは，タヌキが生息するほど自然に恵まれています．

メジャーに 24 人の選任教員がいます．

大学の正門から構内へ 400m 続く直線道路は滑走

講義は全部英語なんですよねとも言われますが， 路とも呼ばれていますが，両側に桜が植えられ花見
bilingual 教育なので私のように日本人と Japanese

の季節には大変な賑わいをみせます．今は梅の花が

の half は 日 本 語 で 講 義 を し て い ま す（ も ち ろ

見ごろです．ヒマがおありでしたらぜひ物見遊山に

ん 英 語 で や っ て も 可 ）． た だ し 1 年 生 は English

おいでください．

Language Program(ELP) という科目に大部分の時

この冊子をお読みの皆様にお知らせですが，まも

間を費やします．入学式翌日の試験で適当なレベル

なく物理学の専任教員の公募を開始します．准教授

のクラスに振り分けられ，英語のお勉強ではなく， 以上というポストです．キリスト教徒に限るという
大学では勉強をどのようにやっていくかということ

条件がありますが，皆さんの周りに適当な候補者が

を全部英語で学修します．中には免除される学生も

いたらぜひ応募を勧めてください．

います．また大学の大きな特徴として９月に入学し
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世界のミュオン
施設を利用して
TRIUMF における高横磁場回転法によるミ
ュオニウムの超微細相互作用定数の直接測
定
1. はじめに

高エネルギー加速器研究機構
下村浩一郎
2. ミュオニウムの超微細相互作用定数ってなに？

この原稿を書いている今は、まさにバンクーバー

さて本誌の読者のなかには、ミュオニウムはなじ

オリンピックの真最中です。私も最近数年はいって

みがないという方もいらっしゃると思うので筆者が

いないのですが、それまではちょくちょく実験にい

分かっている範囲のさわりだけでも紹介しておきた

っていたので、テレビで見かける、ＢＣプレスや

いと思います。とはいっても全般的な解説は西田先

ウイスラーの風景など懐かしく（？）見ています。 生や永嶺先生の教科書に書いてあるので、そちらを
TRIUMF はバンクーバー市街から車でほんの 10 分

参照していただくことにして、ここでは簡単にミュ

ほどのブルティッシュコロンビア大 (UBC) のキャ

オニウムの説明をしておきます。

ンパスに設置された伝統ある加速器施設であり、す

ミュオニウムとは正ミュオンが電子を束縛して水

でに 40 年ほどの歴史を持っています。ここでの加

素原子状の原子を形成した系であり、しばしば絶縁

速器はサイクロトロンと呼ばれるもので PSI と同様

体・半導体中で形成されることが知られています。

に直流状の陽子ビーム（520MeV、200µA）を利用

ミュオニウムと水素原子は換算質量がほぼ等しく、

してミュオンを生成し、様々な研究を行ってきまし

電子構造はほとんど同等であることが知られていま

た。またミュオン以外にも陽子ビームを直接利用し

す。水素の電子構造は、特にその含有量が ppm 程

た原子核実験、低速不安的核ビームを用いた実験な

度の希薄な場合、他の手法で調べることは非常に艱

どもおこなわれており、サポート体制はしっかりし

難で、放射性プローブであるミュオニウムの測定が

ていると思います。そのため規模は小さいですが実

ほとんど唯一の手段をなります。このような場合、

験を行うには非常に快適な環境です。

ミュオンと束縛されている電子の超微細相互作用の

さてそもそも編集部から依頼されたのは、この施

大きさを調べることが有効です。その大きさ、ある

設の誇る、µSR スペクトロメータである Hi-Time を

いは角度依存性を調べることで、ミュオニウムの形

利用した際の経験談を語れとのことでした。しかし （電子構造）を詳細に理解できることになるからで
ながらよく考えると筆者が Hi-Time をつかったのは

す。ミュオニウムの超微細相互作用を調べるのはパ

かれこれ７年ほど前のことでもあり、その後も色々

ルス状ミュオンでも楯磁場法を用いれば、大まかに

な改良が行われているでしょうから、いったんはお

は知ることができますが、複数種類のミュオニムが

断りしました。しかしながら直流状ミュオンを用い

存在したり、ミュオニウムの電子構造に結晶軸依存

たミュオニウムの超微細相互作用定数の測定につい

性があったりする場合には、その解析が複雑になり、

て実際のところを紹介せよとのことなので、それも

なかなか面倒です。その点以下に述べる高磁場横回

悪くないかと思いお引受けすることにしました。当

転法では、なによりもデータを周波数分析した場合

装置はナイトシフトの測定あるいは超伝導体におけ

にきちんとピークが見えますから解析にあいまいさ

る侵入長の測定などに威力を発揮しており、これら

がなく明瞭な解析を行うことができ、非常にすっき

の研究については、別途しかるべき方からの解説が

りと理解できます。なおミュオニムがあることだけ

あるものと思います。

を示すならば、非常に低い横磁場（数ガウス程度）
をかけて電子スピンのゼーマン分裂に対応する回転
を観測する方法もありますが、この際はミュオニウ

32
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ムの超微細相互作用についてはほとんど知見を得る
ことができません。
さて高横磁場中（パッシェン - バック領域）での
ミュオニウムの磁場応答はどのようなものでしょう
か？

外部磁場が十分に大きい場合、電子のゼーマ

ンエネルギーが超微細相互作用エネルギーより大き
くなり、この領域では、ミュオニウムの状態は、µ+
スピン e+ スピンの方向量子数 mµ、me がよい量子
数となってきます。図 1 にミュオニウムの各エネ
ルギー準位の磁場依存性（ブライト - ラビダイアグ
ラム）を示しますが。簡単な計算の結果以下の関係
が示されます。
ν12(θ) =ν0 - 1/2 Δ
ν(θ)
ν12(θ) =ν0 - 1/2 Δ
ν(θ)
2

図1
2

Δ
ν(θ) = A(θ) = A cos θ+ A sin θ

ミュオニウムのブライト - ラビダイアグ

ラムおよび µ+ のゼーマンエネルギー

ここで、ν0 は µ+ のゼーマンエネルギーに対応する
周波数、Δν(θ) は軸対象性を持つ超微細相互作用
の外部磁場方向への射影成分です。つまり µSR ス
ペクトラムを周波数成分で見た場合、ミュオニウム
の信号は µ+ の信号の左右に対称的な位置に現れる
ことを示しています。またミュオニウムの信号の間
隔は超微細相互作用のみに依存するため、外部磁場
を変化させても変わらないことが特徴です。さて
Si,Ge,GaAs といった典型的な半導体では超微細相互
作用の大きさは真空中のミュオニウムの数十％程度
（だいたい 100MHz から GHz）もあり、その値はた
いていの場合、この手法を用いて調べられてきてい
ます。
この際、印加する横磁場はパッシェン - バック条

図２

M15 下流部の様子、手前にはスピンロ

件を満たすためには数 T もの領域となります。そ

テータが、奥の方に実験エリアが配置されてい

のため、このような測定を可能にするには、連続状

る。

ミュオンのスピンを運動量方向に垂直にするスピン
ローテータを含むビームラインと、磁場印加用の超

直流状ミュオンがサイクロトロンからの細い陽子ビ

伝導マグネット、高時間分解能を持った µSR スペ

ームで生成されることと相まって、ビームスポッ

クトロメータが必要となるわけです。これらを実

トサイズは直径 4mm 程度にまで絞ることが可能で

現しているのは今のところ、TRIUMF の M15 ビー

す。またスピンローテータと呼ばれるミュオンの

ムライン Hi-Time と PSI の PiM3 ビームライン LTF

スピンを 90 度回転させてしまう装置を備え付けて

しかありません。高時間分解能のという観点からは、 おり、超伝導電磁石で励磁する数 T もの高い磁場
Hi-Time のほうが性能がよいようです。

をビーム方向に揃えることで、ビーム軌道を曲げる
ことなく試料にミュオンを注入することが可能で
す。また µSR スペクトロメータの陽電子検出用の

3. M15 と Hi-Time
M15 ビームラインは表面ミュオン取り出し専用

シンチレータ、ライトガイド、光電子増倍管、回路

としてデザインされたようでして（ここらへんの詳

系にも工夫がこらしてあり、高い時間分解能での

細については私自身もわかっていないのですが）、 （100ps 程度つまり、数 GHz）回転を捉えることが
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図４

種々の実験条件下での GaN での周波数

スペクトラム
図３

Hi-Time を横から撮影。試料の下流（左

めにはこれら核スピンとミュオニウムの電子状態と

側の測定器（陽電子カウンタ、Veto カウンタ

の間の超微細相互作用を磁場で押さえ込む必要がる

の部分を取り外してセットする。

と思われたので、Hi-Time を利用したわけです。こ
のような使い方も高磁場横回転法を一つのメリット

可能になっています。また少々細かいことですが試

だと思われます。

料の後ろには、Veto カウンタをセットすることで
試料に止まっていないミュオンからの信号を区別す

5. 実験の実際

ることができます。このためＳ／Ｎ比を向上させる

さてバンクーバーは皆さんご存じのようにカナダ

のみならず、印加する磁場の安定度（あるいはナイ

の西海岸のほとんど最南端にあり、日本からは直通

トシフトのような微小な外部磁場応答性）をモニタ

便で８時間くらいですから、比較的近いといえる

ーすることが可能になっています。クライオスタッ

でしょう。ただし時差は 16 時間程度ありますから

トとしては通常の Gas flow 型（1.7K ～ 300K）お

ついた初日は（現地の朝につくこともあって）時

よび希釈冷凍機が使用可能です。データは一時間で

差ボケがかなりはげしいです。空港から TRIUMF

20Mev 程度といったところでしょうか。

までは車で 20 分程度です。また宿舎は TRIUMF
HOUSE という専用宿舎があり、ほぼこちらに世話

4. 測定例（GaN の場合）

になることと思います。（ちなみに宿舎の予約は

ここで、我々のグループが Hi-Time で測定した例

TRIUMF のホームページにのっています。）この宿

を簡単に紹介します。GaN 中のミュオニウムの電

舎も数年前に新しくなったので非常に快適です。た

子状態を観測する実験を行ったもので様々な条件下

だし、宿舎から TRIUMF までは歩けば 40 分程度か

での周波数スペクトラムを図２に示しておきます。 かるので、レンタカーを借りるなりしたほうが無難
詳細は他のところで書いてあるのではぶきますが、 なような気もします（車は空港出口にあるレンター
３つのピークの内、中心のものがミュオン (µ+) から

カー屋で借りられます）。もちろん自転車を宿舎で

の信号でその両脇に対称にあるものがミュオニウム

借りることも可能です。ついでに食事のことについ

からの信号です。実験している最中にこのようなピ

て書いておくと、宿舎の周辺は歩いてすぐのところ

ークが見えてそれが変化している様子を観察するの

に中華、和食、イタリアンなど様々な食堂があり、

は楽しいことです。ところでこの場合はミュオニム

普段はここらへんで胃袋を満たすということになる

の超微細相互作用が数百 kHz と非常に小さいため、 と思います。また TRIUMF HOUSE では共用のキッ
比較的低い磁場（300G 程度）でパッシェン - バッ

チンがあり、調理道具等も整っているので長期滞在

ク領域になってしまい、実はパルス状ミュオンでも

の場合にはスーパーで材料を買いこんで自炊される

測定できる可能性があります。しかし GaN の構成

方も多いようです。また実験が忙しいときなどは

元素であるガリウムや窒素は比較的大きな核スピン

TRIUMF にも小さなカフェテリアがあり平日の朝と

を持つため、ミュオニウムの回転信号を観測するた

昼ならそちらですましてしまうことも可能です。と
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はいってもバンクーバーは食の宝庫です。北米一と
言われる中華街をはじめ、様々な国の料理を楽しむ
ことができます。少し実験に余裕ができたときなど
行かれてみてはいかがでしょうか。私は利用したこ
とはないのですがバスの便もよいようです。
さて余談はさておき、TRIUMF に最初にたどり着
いたら、放射線管理立ち入りの手続き等を行う必要
があります。この際実験施設、研究棟への出入りの
ための鍵を借りうけることも重要です。ここらへん
のことは平日なら玄関の受付の方にたのめばやり方
を教えてくれるはずです。これらを終えるとフィル
ムバッチが並んでいる鍵管理の出入り口から実験施
設に向います。M15 は他のビームラインとは反対
側にあり、専用の建屋なので、比較的広々していま
す。またデータ処理室も同じ階に設置されているた
め、実験条件を整えている最中には便利に思います。
TRIUMF で µSR 実験にかぎるなら、そのサポート
体制はしっかりしており、おそらくはじめての方が
いかれても現地のスタッフと相談しながら実験を進
めていくことは可能だとおもいます。まあ極論すれ
ば試料さえもっていけばなんとかなります。ただし
他の施設と異なり、TRIUMF では夜間の測定の際に
も実験者が常駐していることをポリシーとしている
ため最低３人程度のグループで実験を行う必要があ
ります。実際には３人では結構しんどいところも
ありますがまあ皆さんなんとかやっているようで
す。あと µSR データの解析には、µSR fit をもっぱ
ら使います。これは慣れている人には便利ですが、
Pratt 氏の Wimda に慣れている人には若干障害に
なるかもしれません。このへんもう少しなんとかな
るとありがたいものです。
さてとりとめもないことを書いてきましたが、バ
ンクーバーは世界一住みやすい街ということでし
て、春の花々、夏の海岸、秋の紅葉、冬の雪景色と
四季折々に美しい風景を見ることができ、いつ行
ってもいい所だと思います。また市街地は TRIUMF
からすぐのところですし、そのすぐ先には有名なス
タンレーパークなどがあります。かれこれ十数年前
からときどき色々な方をご一緒しながらかの地で実
験をしてきましたので思い出すことは様々あります
が、この場で書くと差しさわりもありそうなことも
多そうですのでこのくらいでお開きにさせてくださ
い。なお写真は、平石、宮崎両氏からいただきました。
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ある Jarosite を発見したことや、東工大グループが
発見した Fe-As 系超伝導物質への寄与があげられる

ＩＣＡＭＥ２００９
Wien, Austria

でしょう。典型的なメスバウアー元素の「鉄」が多
少なりとも存在する固体試料（地球上の有無に関わ
らず ?!）には、必ずやメスバウアースペクトルは
観測できるということです。
ICAME は、様々な分野での応用研究や新しい測

理化学研究所
仁科加速器研究センター
小林義男

定技術の成果発表の場として 2 年に 1 度開催され
ています。参加者の専門分野も多岐にわたり、思い
がけない視点からの質問を受けるので、研究者にと
って刺激のある有意義な会議の一つです。今回は、
ウィーン工科大の M. Reissner 教授が Conference
Chairman として会議を主催し、ヨーロッパ・北南米・
アジアなど 38 ヶ国から総勢約 350 名が参加しま
した。参加者が最も多いのは、メスバウアー効果発
見の地でお隣のドイツから 39 名、以下ポーランド
25 名、ロシア 25 名、日本 20 名、フランス 16 名、
チェコ、ハンガリー、ベルギー、ブラジル、アメリ
カの順でした。スピンクロスオーバー研究の第一人
者である P. Gütlich 教授の Keynote 講演で 6 日間の
会議がスタートしました。招待講演は 20 件、一般
講演件数は 341 件（Oral 49 件、Poster 292 件）で、
講演は以下の 10 の研究カテゴリーに分類されてい

「メスバウアー効果の応用に関する国際会
議 2009」（International Conference on the

ます。（カッコ内は Oral 件数＋ Poster 件数）
T1 Advances in Experimentation（3+11）

Applications of the Mössbauer Effect (ICAME09)） T2 Theory and Methodology（4+13）
が、オーストリアのウィーン工科大学で 2009 年 7

T3 Biological and Medical Applications（0+13）

月 19 日〜 24 日の 6 日間開催されました。メスバ

T4 Chemical Applications, Catalysis, Structure and

ウアー効果は、1958 年の R. L. Mössbauer による

Bonding（5+49）

発見以来、原子核のエネルギー準位と物質構造を密

T5 Earth Sciences, Mineralogy, Archaeology

接に結びつける物理的分析手段として広く認識され （5+37）
ています。その方法は、赤外分光や核磁気共鳴など

T6 Industrial Applications（1+5）

と似て、共鳴吸収や発光のγ線（あるいは電子によ
る）スペクトルを検出するもので、ピーク位置や
形状、共鳴線幅などから目的元素の物質中での電
子状態・スピン状態・化学結合・振動状態などの
microscopic な知見はもとより、析出・原子拡散・
格子欠陥・相転移などに至る広範囲な情報を提供し
てくれる優れた手法です。物性物理研究のみならず
化学・生命科学・表面科学・地球科学・考古学・窯業・
工業など非常に幅広い分野において利用されていま
す。最近のトピックスは、NASA の火星探索機ロー
バーに分光器一式を搭載して、火星表面の岩石に水
の痕跡を示す水酸基 (OH)x を含む鉄ミョウバン石で
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T7 Materials Science, Metallurgy（3+47）

to the Center of the Earth」 通 り の と て も 面 白 い

T8 Surface, Multilayer and Nanostructure Materials

内 容 で し た。 会 議 の Proceedings は「J. Physics :

（7+56）

Conference Series」として発行されるとともに、近

T9 Solid State Physics and Magnetism（18+55）

日 WEB 上でも Open Access できることになってい

T10 Dynamics（3+6）

ます。

これらの他に、近年目覚ましい進歩を遂げてい

早くからメスバウアー効果に関する中心的な

る放射光施設を用いた “ 次世代のメスバウアー測定

国 際 会 議 の 名 称 が “… on the Applications of the

法 ” である核励起共鳴散乱法の開発とその応用に関

Mössbauer Effect” となっているように、この測定

する Tutorial 講演が 6 件ありました。この研究手

手段は応用研究の分野で急速な発展を遂げた経緯

法は RI 線源を用いる従来法に比べて、ビーム特性

があります。特に、物質の目的元素がメスバウア

を活かした特殊条件（超高圧・極低温・極微量な

ー元素である場合、その電子構造や磁性を解明す

試料など）下での外部摂動に対する核プローブの

るには便利な方法です。µSR 法と組み合わせれば、

応答に新しい展開が期待されており、ESRF (Prof.

時間的スケールの違いからより深い理解を導き出

R. Rüffer et al., Grenoble)、APS (Prof. W. Sturhahn,

すことは間違いありません。日本には多くのメス

Argonne)、SPring-8 (Prof. M. Seto et al., Japan)、 バウアー研究者がいるので、核物理や核化学や密
DESY (Prof. R. Röhlsberger, Hamburg) などで精力

封 RI 線源の取り扱いを知らなくても、気軽に私た

的に研究が進められています。放射光を利用した

ちに測定をお願いすることをお勧めします。ちな

研究の中で、ダイヤモンド結晶に閉じ込められた

みに、次回 2011 年の ICAME は東京で開催されま

3+

マントル起因の鉄含有ペロブスカイト中の Fe ：
2+

Fe の比から地球深部を議論した講演（Prof. C. A.

す。 ホ ー ム ペ ー ジ http://www2.convention.co.jp/
icame2011tokyo/index.html もご覧ください

McCammon, Germany）はその講演題目「Journey
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exceeded expectations, showing a very large
interest for ESS as a unique research tool for

３Ｎ２ＭＰ
Lund, Sweden

fundamental physics.
The European Spallation Source (ESS) will be
the world’s most powerful research facility for
investigation with neutrons. On the 28th May
2009 it was agreed that Lund would be the site

IMSS, KEK
Patrick Strasser

for the construction of ESS, next to the site of MAX
IV, which is planned to be the next generation
synchrotron radiation facility in Sweden. With
ESS Scandinavia, Europe wants to maintain its
leadership in the use of neutrons for both materials
sciences and fundamental physics studies. The
ESS project has been in preparation for more than
15 years. In its present design, ESS is a long-pulse
neutron facility - essentially a high-energy 5MW
proton linac sending a 2 ms beam with a pulse
frequency of 16.6 Hz into a target - and should well

The Workshop on Neutron, Neutrino, Nuclear,
Muon and Medical Physics (3N2MP) at ESS was
held on 2-4 December 2009 in Lund, Sweden. It
took place at the Grand Hotel and on the last day
at the Palestra building at Lund University area,
Lundagård. More than 100 international scientists
took part in this ESS Workshop. The participation

Audience at the 3N2MP Workshop in the
Grand Hotel, Piratensalen.

Palestra building at Lund University area,
3N2MP Poster
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complement the short-pulse features offered by

Activities in the Field”), E. Morenzoni (PSI, “Muons

ISIS at RAL.synchrotron radiation facility in at RAL.

and Slow Muons and their Physics Prospects”

The aim of this workshop, which fell outside

), J. Lord (RAL, “A Condensed Matter Muon Spin

neutron scattering methods, was to invite the global

Relaxation Facility at ESS”), C. Onderwater (KVI,

physics communities to identify the unique research

“Compact Storage Ring to Search for the Muon

opportunities that the ESS will provide within

Electric Dipole Moment”), Y. Kuno (Osaka, “Rare

fundamental and medical physics. Identifying such

Decays with Muons”), and myself (“Muonic

opportunities now will allow considering them

Radioactive Atoms”).

during the design update phase. Through the study

The main conclusion concerning a possible muon

of particles such as neutrons and muons, one can

source at ESS was that muon beams could be

gain knowledge of fundamental phenomena within

produced there but, due to the long-time structure

quantum mechanics and particle physics. ESS can

and the relatively low duty factor (1/30), it would

also give astro and nuclear physicists tools for

be difficult to make use of the full beam power and

the understanding of some of the secrets of the

therefore the muon intensity would not exceed

universe. Within medical physics, ESS can open up

existing European muon facilities at PSI or ISIS.

new possibilities for the treatment of rare cancers.

It was strongly recommended by most of the

The workshop initially was very broad in its scope

speakers that the option of a short-pulse using

to avoid missing any unique opportunity for new

compressor rings to compress the proton pulse

physics. The scientific planning has already started

before being forwarded to a second target station,

in order to maximize the scientific opportunities at

as it was considered in an earlier design, should

ESS ten years from now.

be kept as a possible upgrade strategy. This short-

The workshop was organized in five sessions,
namely Neutron Physics, Neutrino Physics, Nuclear

pulse would be essential to most experiments using
muons by making use of ESS full potential.

Physics, Muon Physics, and Medical applications.

A link to the workshop homepage can be

Muon talks were given by K. Nagamine (UCR, “Muon

found at http://ess-scandinavia.eu/3n2mp/. The

Physics Possibilities at ESS in Comparison to other

proceedings are in progress.

CG aerial view of the future ESS in Lund, near

Lund cathedral

the site of the planned MAX IV synchrotron
radiation facility.
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Ｍ２Ｓ－ＩＸ
新宿、東京
東北大学原子分子材料
科学高等研究機構
ナノ固体物理学研究室
田邉洋一

加とともに、超伝導転移温度 Tc が増大し、同時に、
磁気秩序が試料全体に渡って出現することを報告し
た。
次 に ポ ス タ ー 講 演 に つ い て 報 告 す る。S.
Takeshita ら は、 鉄 系 超 伝 導 体 CeFe1-xCoxAsO1-xFx
におけるミュオンスピン緩和測定から、Co 濃度の
増加とともに超伝導領域の体積が増大することを
報告した。その他に、A. Koda らのβパイロクロア
AOs2O6(K,Rb,Cs) における超伝導ギャップの対称性
に関する報告、K. Ohishi らによるアンチペロブス

2009 年 9 月 7 日から 12 日まで、新宿の京王プ

カイト ZnNNi3 の超伝導ギャップの対称性に関する

ラザホテルにおいて第 9 回超伝導国際会議 (M2S-

報告、M. Hiraishi らによる LixZrNCl の超伝導ギャ

Ⅸ ) が開催された。3 年に一度開催されるこの会議

ップの対称性に関する報告、M. Miyazaki らによる

は、超伝導に関する最も大きな会議の一つであり、 銅酸化物高温超伝導体 Bi1.74Pb0.38Sr1.88CuO6+d におけ
新超伝導体に関する報告や様々な超伝導体におけ

る擬ギャップ状態に関する報告、K. Suzuki らによ

る超伝導現象とその起源に関する報告がなされる。 る銅酸化物高温超伝導体 La2-xSrxCu1-yNiyO4 における
今回は、総数 800 件を超える口頭による講演とポ

量子臨界性に関する報告がなされた。今回の会議を

スター講演がなされた。筆者は、博士課程在学中

振り返って、鉄系超伝導体に関して、多くの報告が

に、この会議に初めて参加し、今回が 2 回目とな

なされたことが強く印象に残った。筆者も鉄系超伝

る。前回、ドイツのドレスデンで開催された会議で

導体の研究を行っているが、この分野の競争は非常

は、銅酸化物高温超伝導体の物性に関して多数の報

に激しく、現在でも毎日複数の報告が cond-mat に

告なされていた。当時注目されていた、N. P. Ong

掲載されている。今回の会議は、このような現状を

らによるネルンスト効果を用いた銅酸化物高温超伝

如実に反映したものであった。次回、3 年後の会議

導体の超伝導ゆらぎに関する講演では、会場に入り

では、どのような進展があるのか楽しみである。

きらないほどの聴衆が集まり、多くの人が地べたに
座って講演を聞いていたことが強く印象に残ってい
る。一方で、今回は、鉄系高温超伝導体の発見から
1 年半程度経過した時期であることもあり、鉄系高
温超伝導体の物性に関して多くの報告がなされた。
時代の移り変わりを感じる。これらの中で、µSR 法
を用いた研究結果について報告したい。
ま ず、 口 頭 に よ る 講 演 に つ い て 報 告 す る。R.
Khasanov らは、鉄系高温超伝導体 FeSe1-x におけ
る圧力効果を µSR 法から研究した結果、圧力の増
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徴はなんと言ってもその多様性にある。本会議にお
いても講演ごとに多種多様な物質が紹介され、比較
的この分野において新参者である筆者にはとてもで

ＩＳＣＯＭ２００９
ニセコ、北海道

はないがカバーしきれなかったと言うのが正直なと
ころである。新規物質としては（既に物理学会でも
報告がなされているが）岡山大グループのピセン
(C22H14、ベンゼン環が５つジグザグにつながった分

埼玉大
佐藤一彦

子 ) に K を添加することにより 20K において超伝
導に起因すると思われる反磁性信号を観測した報告
が興味深かった。マイスナー体積分率は 1%程度と
まだまだ少ないが有機超伝導体としては最高の転移
温度であり今後の発展が期待される。興味深い既知
物質の精密測定も着実に進行している。BEDT-TTF
二量体が三角格子を形成しスピン液体状態が実現し
ていると考えられている k-(BEDT-TTF)2Cu2(CN)3 に
ついて京大グループは熱伝導率の測定からギャップ
の存在を主張し、他方阪大グループは比熱測定から
温度に比例する項の存在を報告した。両者を統一的
に理解する描像は得られていないようである。な
お本物質については Pratt 氏による横磁場 µSR の講
演もあり磁場誘起磁気モーメントについて NMR と
の比較報告がなされた。新たな実験手法としては、
有機物質の大きな熱膨張率を利用することにより
SiO2 基板上に貼り付けた有機物を冷却により実質
的に引き延ばし負の圧力と同様の効果を生じさせた
理研グループの報告が興味を引いた。ミュオン関連
の発表は上述の Pratt 氏の講演の他は理研石井氏の

2009 年 9 月 13 日から 17 日まで、ヒルトン・

スピンパイエルス物質 TMTTF2PF6 の報告と筆者ら

ニセコビレッジにて 8th International Symposium

のグループのモット絶縁体 k'-(BEDT-TTF)2IBrCl の

on Crystalline Organic Metals, Superconductors

報告のみであったと思われる（見逃しがあったらご

and Ferromagnets (ISCOM2009) が開催された ( 今

容赦願いたい）。有機物質はスピン密度が小さいの

回は 64th Yamada Conference としても開催 )。本

で µSR は極めて有用な手法であり、有機の分野に

会議は２年に一度開催される有機導体を中心とした

おける発表がもう少し多くてもよいのではと感じ

国際会議で日本において開催されるのは２回目であ

る。

る。筆者は ISCOM に参加するのは初めてであるが、

全体を通して本会議は物理屋と化学屋が大体半々

ニセコという隔離された環境に 5 日間缶詰という

参加していた会議であった。会議の Chair である鹿

中身の濃い会議であった。なお筆者は会議の前半し

野田氏も言われていたが、両者の綿密な協力により

か参加できなかったため、報告仕切れない部分も多

新たなサイエンスが今後とも展開されていくことを

いことを始めにお詫びする。

期待する。

会議は８時半に始まり午前２回・午後２回の oral
session が 18 時まで続き、夕食後２０時から大御
所たちが歴史的経緯などを振り返る evening talk が
行われ、22 時までの poster session で締めるとい
う文字通りぶっ通しの会議であった。有機物質の特
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国際会議に参加して

会議の記念写真 (ISCOM2009 web site から )

講演会場のようす

ポスター会場における筆者（中央）
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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
高エネルギー加速器研究機構
門野良典
1) 高エネ機構／物構研の動き

科会構成も含め同一メンバー構成による共同審査を

１−１）物構研運営会議等

おこなう」という提案については物構研ミュオン

前回の報告（昨年 8 月）以降、物構研運営会議

PAC 側の了承が得られ、さらに 1 月の運営会議で

が平成 21 年 10 月 15 日、平成 22 年 1 月 28 日と

も審議・了承が得られた。現在これを承けて、３月

開催された。以下にミュオン科学研究系に関するこ

中に開催予定の MLF ミュオン課題審査部会、およ

とを中心に、主な内容を列記する。

び MLF 施設利用委員会に対して同趣旨の提案を行

・昨年 10 月の運営会議で J-PARC 陽子加速器の状

ない、了承を得る予定である。

況が小林仁・東海キャンパス所長から報告され、 ・ビームライン・実験装置の整備等を伴う長期研究
RFQ 系の不調が真空排気系の強化等により相当程

課題に対応するため、放射光、中性子に準じた S 型

度改善されつつある状況が紹介された。（その後、 課題をミュオン共同利用実験課題として設けること
11 月に入り陽子ビームパワー 120kW での定常運

について、ミュオン PAC、および同運営会議で審議・

転が可能になっている。）

了承された。なお、S 型課題の募集時期については

・物構研での「大学連携支援事業」として、共同利

現在検討中である。

用の発展形となる大学連携プログラムを立ち上げて

１−２）H ２２年度概算要求の結果

おり、本年度は東北大、および筑波大において実施

H22 年度の概算要求事項として、KEK からは超

する。（具体的には、教育用ビームラインの整備運

低速ミュオンビームライン整備が第二位の優先順位

用等のプログラム。）

（第一位として KEK-B ファクトリーのアップグレー

・大学初年級の学生を対象に、物構研がユーザーコ

ド計画、いわゆる Super-KEKB）で文科省へ上がっ

ミュニティと連携して量子ビームを用いた研究の先

たが、8 月の総選挙による政権交代や H22 年度の

端に触れてもらう取り組みとして「物構研サマーチ

大幅な税収不足予想等の影響もあってか、残念なが

ャレンジ」を計画中である。これは、以前から素粒

ら財務省への要求事項には盛り込まれなかった。
（ち

子原子核分野で行なわれているもので、主に KEK

なみに、Super-KEKB についても概算要求は認めら

が場所を提供し、コミュニティーメンバーが講師を

れず、施設整備費補助金で「KEKB 施設の増強（ダ

出して、実習を兼ねた勉強会をサマースクール形式

ンピングリングの整備）」という名目の単年度予算

で行ない、日頃大学で触れる機会のない大型施設で

が認められたに留まっている。）また、第二次補正

の研究を知ってもらうことで、将来の進路選択の参

予算についても国立大学法人については対象外とな

考にしてもらうことが目的である。（課題内容の一

っており、残念ながら現時点で「超低速ミュオンビ

つとして「（仮）ミュオンスピン回転入門」も入れ

ームライン」は来年度予算の正式項目とはなってい

る予定であり、日本中間子科学会としても是非とも

ない。物構研としては H23 年度も引き続き概算要

ご協力を頂けるよう、この場を借りてお願い申し上

求項目として KEK、文科省への働きかけを続ける

げる。）

予定である。

・前回紹介した「J-PARC でのミュオン共同利用実

１−３）「事業仕分け」と H ２２年度予算

験における一般課題の審査について、物構研ミュオ

昨年末にかけて、政府の行政刷新会議を中心に

ン PAC と J-PARC MLF ミュオン課題審査部会が分

行なわれたいわゆる「事業仕分け」により、国立
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大学法人等の運営費交付金の一部である「特別経

ていると見られ、ようやく世界最高強度のパルス

費」（KEK 予算の中でも J-PARC 等のプロジェクト

状ミュオンビームが国内に実現したと言える。RFQ

経費等、その大半を占めている）が「縮減」という

のコンディショニングも１週間に１日と全体の稼働

査定を受けた。この事態を承け、KEK では機構長

率も改善しており、H22 年３月までに予定された

声明、パブリックコメント募集等の様々な対応策

全採択課題の実験が実施される見込みである。

を取った。KEK の H22 年度予算は最終的に全体で

なお、施設整備の状況については三宅氏の報告を

1.7％程度の削減に留まっているものの、運営費交

ご覧頂きたい。

付金全体の削減（約１％）よりは大きな削減幅にな

2-2）J-PARC 戦略会議

っており、この点だけを見ると事業仕分け対策が奏

前 回 の 報 告 に 紹 介 し た 方 針 に 基 づ き、J-PARC

功したかどうかは不明である。ただし、幸いにして

MUSE の中長期戦略を検討するための機動的な諮

J-PARC 関連の予算については H21 年度に比べ若干

問委員会として「J-PARC ミュオン戦略会議」が物

の増となっている。この状況を承けて、J-PARC 関

構研所長の下に組織された。メンバーは門野良典

係者の間で、懸案である MUSE の「超低速ミュオ （KEK-MSL）、 久 野 良 孝（ 阪 大 理 ）、 小 池 洋 二（ 東
ンビームライン整備」について、H22 年度予算で「頭

北大工）、下村浩一郎（KEK-MSL）、鳥養映子（山

出し」として従来の維持費に加え 2.5 億円程度の追

梨 大 工 ）、 西 田 信 彦（ 東 工 大 理 ）、 髭 本 亘（JAEA

加配分を行なうことが検討され、合意に至っている。 先端基礎セ）、松崎禎市郎（理研仁科セ）、三宅康
今後機構内でのヒアリング等を経て、最終的に実行

博（KEK-MSL）の 9 名である。第一回が H21 年 9

予算が組まれる予定である。

月 30 日、第二回が H22 年 1 月 13 日に開催され、
MUSE の施設整備計画（ロードマップ）、素核研か

2）ミュオン科学研究系

らビームライン整備を伴う実験提案があった場合の

J-PARC MUSE の運転状況、施設整備の状況等に

扱い等が議論された。なお、第二回については本学

ついては三宅セクションリーダーによる報告に詳し

会の運営委員もオブザーバーとして参加し、コミュ

いので、そちらを参照して頂くこととし、以下では

ニティー全体としての意見形成を行なった。また、

2009B 期を中心に全体的な状況、および関連事項

その直後に引き続き本学会の運営委員会が開催さ

についての報告を行う。

れ、本学会としての意見集約が行なわれている。な

2-1）J-PARC MUSE 稼働状況

お、これについては本学会の総会でも審議事項とな

2008 年 12 月の共同利用開始以来、J-PARC では
陽子リニアック先頭部分の RFQ 不調により 18 kW

る予定であり、議論の詳細については運営委員会の
報告記事を参照されたい。

という低出力のビームパワーによる定常運転が行
なわれており、加えるに２日間ビーム供給後には
RFQ のコンディショニングに１日ビーム停止、と
いう低い稼働率に喘いでいた。このため、2009A
期では残念ながら採択された実験課題のうち半数程
度の課題にしかビームタイムを割り当てられない状
態であった。この状況を打開するため、昨年夏の
シャットダウン中に RFQ 系の真空排気系等につい
て大幅な増強がなされ、その結果幸いにも 10 月の
ビーム再開以来 RFQ のトラブルは相当程度に軽減
された。RFQ の安定運転が確認された 11 月からは
120 kW の定常運転が開始され、これに伴うミュオ
ンビーム強度を測定から見積もった結果、表面ミュ
オンの数で毎秒 106 個の大台に達したことが確認
された。これは理研 RAL ミュオン施設の Port-1/2
での公称値（毎秒 5 × 105 個）を既にやや上回っ
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J-PARC ミュオン施設
J-PARC センターミュオンセクション
ミュオンｗｇグループ
三宅 康博
今期の最大のニュースは、2009 年 11 月より、RFQ の改良が進展し RCS から安定に 120kW
のビーム強度がえられることになった事である。結果として、MUSE にも 1.7 x 106/ 秒の世界最
高強度のパルスミュオンが得られるに至っている。短期的だが 300kW の運転も行われ、ミュオ
ングラファイト標的の健全性も実証された。
ミュオン装置グループは、DC セパレータ等を改造すると共に、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 線の測定等を精力
的に推し進めている。
1. Decay-Surface ミュオンチャネル
RFQ の改良努力のおかげで、120 kW を越える

西山先生が中心となって設計設置が行われた。図１
に Decay-Surface ミュオンチャネルの様子、図２に

陽子ビーム強度が安定に得られ、µSR の測定も順調

新セパレータの写真を示す。

に進んでいる。

タの諸パラメータの比較を示す。

表１に新旧セパレー

１）D2 エリアで低速ミュオン（＝表面ミュオン）
の収率をテレスコープを用いて実測した。120 kW
の陽子ビーム強度 1. ８ x 106 の低速ミュオンが得
られた。これは、1.5 x 107 低速ミュオン / 秒（１
静電セパレーター

MW 換算）に相当する。（スピンの方向を考慮する
と２- ３割は増える可能性はある。）
２）D1 エリアでは、300 kW で現状、0.3M 崩壊
陽電子 /s が得られた。40 φのコリメータを設置し
た条件下で、１MW 換算で、1.2 x 107 低速ミュオ
ン /s を引き出している事に相当する。40 φのコリ
メータで削られる寄与を考慮すると、上記の 1.5 x
107 表面ミュオン /s（１MW）と矛盾しない。
ミュオンビーム強度の観点では、120kW 運転下

図１．MUSE 第 2 実験ホール
表１

で既に、RAL を凌駕し、文字通り、世界最高強度

（旧）静電

のパルスミュオンビームが得られるようになったと
考えられる。J-PARC センターの皆様、特に、加速
器の方々に感謝する次第である。
2. DC セパレータの更新
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。
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ビームギャップ

（新）静電

セパレーター

セパレーター

100

200

（mm）
電源（kV ／ mA） 120/1 (100/1)

150/1

電極（長さ、幅） 560*220

500*300

磁極（長さ、幅、460*300/420 600*590/620
間隔）
コイル (A,V,B) 100A,32V,300G 85A,32V,280G
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けてのＲ＆Ｄ並びに予算獲得に向けての活動がおこ
なれている。ミュオン標的近傍で放射化が激しく、
設置場所での放射線強度が高い、トンネル内の超伝
導湾曲ソレノイド電磁石を平成 22 年度に進める事
を近々の目標としている。
4. H ラインの整備計画
H ラインは字のごとく、500MeV/c を越える高
運動量ミュオンビームを引き出し、高温・高圧のミ
ュオン触媒核融合実験などを行うことを建設当初は
想定していた。これまでに、以下のような実験提案
がなされている。
１）高温・高圧のミュオン触媒核融合実験：大強度、
高運動量の負ミュオンの引き出し、µCF サイクルの
飛躍的な増倍を目指しという計画である。高エネル
ギー負ミュオンが必須である。
図 2．新セパレータの写真（西山先生の力作）

２）“g-2” 精密測定実験：30MeV/c の表面ミュオン
を大立体角で引き出し、シリカパウダーなどを標的
として真空中に Mu を発生、レーザー解離させ、所
謂、超低速ミュオンを発生させる。エミッタンス
の小さい超低速ミュオンを 300MeV/c まで加速し、
“g-2” を精密測定する。
３）“µ-e” 稀崩壊実験：生成標的に止まった負ミュ
オン由来の、遅延 105 MeV/c 電子を 2 次ビームラ
インで引出す実験である。RCS 取り出しキッカーに
よる早い取り出しなので、Extinction は達成しやす
く、SINDRUM-II（7 x 10-13）を上回る精密実験が
可能である。
４）ペンシルビーム生成：30MeV/c の表面ミュオ
ンを大立体角で引き出し、100nm 程度の孔のキャ
ピラリ管に打ち込むことで、一旦、20-500keV に
減速した後、10MeV まで加速することでペンシル
ビームを得る計画である。

図３．ビーム強度増強の歩み

MUSE 施設側として、これらの実験提案に鑑み、
大立体角の MIC ソレノイド電磁石をフロントエン

その条件下で、ビームチューニングを行い、ビー

ドに設置することを提案する。本 MIC ソレノイド

ム強度が大幅に増強されたことを示したのが図３で

磁石は、2000A の MIC を用いて製作される予定で

ある。セパレータの更新により、ビーム強度の大幅

あり、120MeV/c までの正負ミュオン、電子を引

な増強が達成されたことがわかって頂けるであろ

き出す事ができる。１）の高温・高圧のミュオン触

う。

媒核融合実験で、120MeV/c を越えるミュオンビ
ームを引き出す場合を除いて、殆どすべての実験要

3.

スーパーオメガチャネル
J-PARC MUSE でしかできない大強度超低速ミュ

求に応えることができる引き出し系を構築できるも
のと考えられる。

オンビームラインの建設計画の一刻も早い実現に向
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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
（１）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・
生命科学実験課題採択委員会 (ML-PAC) が 2009 年

２月の期間、停止することになりましたので、その
開催を延期することにした。次回の実験課題採択委
員会は 2010 年 12 月上旬に開催予定です。

9 月 3、4 日に開催された。ミュオン課題として、
ミュオン物性 17 課題、ミュオン原子分子１課題が

( ５) 2010 年 4 月以降のビームタイム予定

審査された。

2010/1：2010 年 4 月 20 日 – 5 月 28 日（38 日）
2010/2：2010 年 6 月 22 日 – 8 月 12 日（51 日）

（２）2009 年度後期ビームタイム実施記録

ISIS 陽子加速器施設の停止期間：

・2009/3 サイクル（2009 年 9 月 15 日 -10 月 3 日）
：

2010 年 9 月 – 2011 年 2 月

理研側はレーザー照射ミュオン物性実験 4 課題を
実施し、イギリス側はミュオン物性実験１課題を実 （６）理研シンポジュウム「理研 - ＲＡＬ支所ミュ
オン施設におけるミュオン科学研究２００９」

施した。
・2009/4 サ イ ク ル（2009 年 11 月 10 日 -12 月

理研 -RAL 支所ミュオン施設で 2007 年度後半か

20 日）：理研側はレーザー照射ミュオン化学実験 1

ら 2009 年度前半にかけて実施されたミュオン科学

課題、ミュオン物性実験 10 課題、ポート４の新し

研究課題の成果が各実験責任者から報告され、熱心

いスペクトロメータ性能実験１課題を実施した。イ

な議論が交わされた。

ギリス側はミュオン物性実験 2 課題を実施した。
・2009/5 サイクル（2010 年 2 月 16 日 - 3 月 25 日）
： （７）レーザー照射 µSR 実験と高圧下で µSR 実験
このサイクルは現在進行中であるが、理研側は、ミ

ポート２では、ミュオンビームに同期したパルス

ュオン物性実験 10 課題とポート４の新しいスペク

レーザーを照射したミュオン物性（化学）実験が開

トロメータ性能実験１課題を実施する予定である。 始された。また、ヘリウムガスを圧力媒体とする
イギリス側は、ミュオン物性実験２課題を実施する

0.7GPa までの高圧セルを用いたミュオン物性実験

予定である。

も可能となった。

( ３) ポート４の µSR スペクトロメータ
新しい µSR スペクトロメータのポート４への設

（８）高圧固体 D ２標的システム
固体中でのミュオン触媒 d-t 核融合率やミュオン

置が完了し、その性能を確認する実験が進んでいる。 損失率の温度依存性を 30K 付近まで測定するため
2010 年５月ごろからポート２とポート４での同時

に高圧下の固体水素標的の開発が不可欠である。第

µSR 実験を開始予定である。

１段階として、1000 気圧、30K の固体 D2 標的を
製作し、ミュオン触媒 d-d 核融合実験を実施する。

( ４) 実験課題採択委員会
次回の理研仁科加速器研究センター 物質・生命 （９）RIKEN-RAL 2008 Annual Report
科学実験課題採択委員会 (ML-PAC) は 2010 年 3-4

“RIKEN-RAL 2008 Annual Report” が昨年末に完成

月に開催予定であるとお知らせしていましたが、 した。入手ご希望の方は連絡してください。
ISIS 陽子加速器施設が、2010 年 9 月から 2011 年
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施設報告

日本原子力研究開発機構先端基礎研究センター
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。
１．ミュオン科学を推進する職員の公募を行い、伊
藤孝氏（日本原子力研究開発機構）の採用が決まっ
た。2010 年 4 月 1 日に着任予定である。
２、J-PARC におけるプロジェクト型研究として f
電子化合物研究が進展している。それと共に負ミュ
オン利用の科学、特にミュオン原子形成に対する分
子効果に関する研究を行っている。また J-PARC ミ
ュオン施設において分光器関係機器の整備を行い、
無冷媒冷凍機などの整備が進んでいる。
３、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 ~ を陽電子グループと共に 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
催した。詳しくは会議報告を参照のこと。
４、2009 年度は中期計画の最終年度であり、事後
評価等が行われている。それと同時に次期中期計画
におけるグループ編成等の議論が行われ、2010 年
度からは新たなグループにおける活動を行うことと
なった。
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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
【平成 22 年度後期 J-PARC 実験課題公募】
独立行政法人日本原子力研究開発機構 (JAEA) と大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機
構 (KEK) が共同で建設・運営を行なっている J-PARC (Japan Proton Accelerator Research Complex)
では、物質・生命科学実験施設 (MLF) におけるパルス状中性子・ミュオンを利用する実験課題につ
いて、平成 22 年度後期 (2010B 期 ) の公募を 6 月頃に開始する予定です。公募内容の詳細につきま
しては J-PARC センターの該当ホームページ
http://www.j-parc.jp/MatLife/ja/applying/koubo.html
をご確認下さい。
【理研ＲＡＬミュオン施設】
理研仁科加速器研究センターでは、理研 RAL ミュオン施設を使った実験プロポーザルの募集日程
について検討してまいりましたが、今年前半には新規実験課題の募集は行わないことといたしました。
これは 2010 年 9 月から 2011 年 2 月まで RAL ISIS 加速器のシャットダウンが計画されており、一
方マシンタイム未割り当ての既採択実験課題が多数あるため、実験課題を新規募集してもは実験を実
施いただけるのが早くて 2011 年 3 月以降となるためです。既採択実験課題の 8 月までの実施を優
先的に進めさせていただきますので新規実験を計画されていた方々にはまことに申し訳ございません
が、御理解のほどをお願いいたします。なお、次回の実験課題採択委員会開催は 2010 年 12 月ごろ
プロポーザル募集開始はその２ヶ月ほど前を予定しております。
【カナダ・ＴＲＩＵＭＦ研究所】
3 部門での実験課題募集を行います。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 を参照してください。
【スイス・ＰＳＩ研究所】
来年度前期におけるビームタイム課題募集は終了しております。夏前に 2010 年後半のビームタイ
ム課題募集が行われる予定です。ただし、後半は限られたビームラインのみが対象となる予定です。
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。

【英国・ＩＳＩＳ】
2010 年８月中旬以降の長期シャットダウンを控えて、2010 年前期の課題募集は行われません。
長期シャットダウンは 2011 年２月一杯で終了する予定です。2011 年からの実験課題募集は 2010
年末に行われる予定です。募集日程やビームタイム日程等の詳細は
http://www.isis.rl.ac.uk/applying/index.htm
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お知らせ

日本中間子科学会事務局からのお知らせ
・2010 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、2010 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

・日本中間子科学会総会開催のお知らせ
日本物理学会第 65 回年次大会岡山大学 GC 会場にて、総会を開催します。J-PARC、RIKENRAL 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（岡山大学津島キャンパス）
３月 2 １日（日）18:00 〜 20:00
予定議題

GC 会場

・会長挨拶
・議長・書記

選出

・委員会報告
・研究施設報告（J-PARC MUSE、KEK、JAEA、RIKEN-RAL）
・国際会議・シンポジウム企画
・審議事項
（１）日本中間子科学会若手奨励賞創設と規程について
（２）J-PARC MUSE ロードマップについて
・その他
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お知らせ

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

仁科センター

岩崎先端中間子研究室

日本中間子科学会事務局
FAX

048-462-4648 （TEL 048-467-9353）

日本中間子科学会

会員登録変更届

新規・変更・抹消 （いずれかを○で囲んでください）

ふりがな

会員名：

官職・役職・学年：

所属：

連絡先住所：〒

TEL：

FAX：

e-mail：

専門分野：

所属学会等：

「めそん」No.31, 2010 年

春

51

お知らせ

2009 年度
日本中間子科学会 会計報告
（2010 年 3 月 1 日）
2009 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。130 名の会員の
うち、72 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

210,000 円

	

70 円

前年度繰越金

	

763,337 円

計



973,407 円

2) 支出の部
運営委員会開催費（交通費他） 
口座振込手数料



92,040 円
330 円

次年度繰越金



881,037 円

計



973,407 円

以上
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編集部の声
・ 今年度は私にとっては激動の年で

アからの留学生の割合がどんどん増すことでしょう．そ

ありました。半年ほど戦線を離脱す

ういう状況に対応していかねばならないのだなぁと思い

ることもありました。でもおかげで

つつ，いや，日本人学生の教育ももっとちゃんとやらな

一歩はなれたところから現場を見る
こともでき、逆に全体を見渡すこと

あかんのんちゃう？と感じる今日この頃です．
（大阪大学大学院理学研究科・中野岳仁）

ができるといういい経験になりまし
た。体重も激減し、マックスハート時代より 60kg 減、で ・Hello, my name is Risdiana. I
す。ちょっとした子供をフタリ抱えているようなものでし

am one of the editor team for

た。おかげで、今冬はやたら寒くてしかたありませんでし

Meson magazine. I am doing

た。最近うれしいことは、世界の各地に知り合いが増えて

some researches in RIKEN and I

きていることでしょうか。インドネシアを中心にアジア各

enjoy the scientific atmosphere in

国との縁を持つことができるようになりました。5-GoGo

RIKEN very much. I started to study about muon and its

といきたいものです。アジアのパワーや礼儀、楽しみ方な

application for material sciences on 2003. I remember

ど新鮮なことが多いです。もし彼らのパワーを活用するこ

that on November 22, 2003, I did µSR experiment for the

とができたら・・・・、きっと日本の µSR 業界も活力あ

first time at RIKEN RAL muon facility at UK. Everything

ふれたフレッシュなものになるかもしれません。国内のコ

was exciting for me at that time. The first time doing

ラボも年々増え、いろいろな方々との交流も尽きることの

an editorial activity was 15 years ago in Indonesia for

ない共同研究の楽しみです。共同研究世界マップを眺める

a small physics magazine called “Kalibrasi” when I was

と、まだまだやるべきことが多いと感じます。「めそん」 in the 2nd year of undergraduate student. I did it for 2
が µSR を知らない方々の目にもとまり、より多くの共同

years and I got a lot of good experiences and knowledge

研究が創出されることが最近の夢のひとつです。無機物の

such as to manage the contents, final lay out of the

加速器を扱う身とはいえ、人々をつなぐハートキャッチが

magazine and to manage the time especially when the

重要であるとしみじみ思う今日この頃です。

deadline for publishing the magazine became very close.

（理化学研究所・渡邊功雄）

As I wrote in the previous edition, I really hope, my
present activities are becoming a new step in my life

・最近，私の所属する物理学専攻の英語

toward deeper and stronger scientific knowledge.

Web ページを更新（というかほとんど

(RIKEN, Risdiana)

新規立ち上げに近い）作業に携わりまし
た（もちろん私が全てやったわけではあ

・編集委員を仰せつかって、2 回目

りません．メンバーの１人です）．ペー

の「めそん」の発行にこぎつけるこ

ジを新しくしようというのは，グローバ
ル 30 絡みで，大学院入試から授業聴講，博士号取得まで

とができました。これまでは年 2 回、

全て英語だけで行けますよ，という専攻内の新コース立ち

印象（これまでの編集員の方々、す

上げとも関係しています．お金が掛かりますが Web デザ

みません）でしたが、実際の編集作

イン業者に頼めばなかなか格好いいものを作ってくれまし

業に携わって、多くの方々の協力の

た．デザイン，テーマカラー，ロゴなどを決めていく作業

もとに成り立っているということを実感しています。今

学会の前に送られてくる会誌という

は楽しいものでした．しかし．．．問題はコンテンツです． では、次はどんな特集を組もうかと、考えるのが楽しみ
当たり前ですが中身の文章はこちらで用意せねばなりませ

になっています。さて本号の特集は、山崎敏光先生が文

ん．留学希望者，在学中の留学生がどのような情報を欲し

化功労者として顕彰されましたことへお祝いの言葉を頂

ているのかを考え，留学の手続や奨学金のシステム，日本

きました。長い間ミュオン業界に携わっておりながら、

の食住環境などを説明するコンテンツを英文で作っていく

本号を通して、µSR 法がどのようにして生まれたのかを

のは大変です．知らなかったこともたくさんあり，勉強に

知りました。ミュオン業界の方にも他業界の方にも、楽

なりました．リスディアナさんが理研で御活躍中ですが， しんでいただける「めそん」を目指します！
これから日本の大学，特に大学院博士課程においてはアジ （理化学研究所・大石一城）
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