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編集部より

From the editorial office
This is the spring edition of MESON in 2011.
This is the last MESON for the current editorial

to see their contributions and would like to say
thank you so much for their kind jobs.

members. We worked for 2 years together but

In this issue, we listed up about 20 contributed

some of us will move to other fields after we have

aritcles. We hope that readers would enjoy reading

published this edition. The spring time in Japan is

those articles and that these articles give readers

a new period of a year with new friends but also

to think about good collaborations covering a wide

is a time to farewell. Sometimes this seaon is good

range of scientific fields and countries. We have

but sometimes sad. The time is passing through

got more contributions but we have to publish

our front very soon and a different life is coming

those in the next MESON, Autum in 2011. I regret

afterword like Sakura blossom.

this bad treatment but we had to decide this due

For a long time, I have had a dream. That is to

to the limitation of the total pages of this issue and

communicate with a lot of people who are working

also due to the late arrival of those articles after we

in the muon world and to make friends as much as

finalise the editorial work.

possible. After I have become an editorial member

From the next issue, different editorial stuffs

of MESON, I have been thinking to realize my

would produce a different type but more

dream in MESON. At this time, in order to celebrate

interesting MESON to all of you. I would like to ask

the µSR2011 conference, I have tried to do this and

all readers to give your comments and impressions

have asked lots of µSR people to contribute some

to the editorial office in order to improve MESON to

articles in order to introduce their laboratories

be more interesting to more readers. Especially, we

and what they are carrying out. Very kindly, lots

strongly wish to have comments and contribtions

of people have responded to this plan and sent

from outside Japan.

articles to be pubilished in MESON. I am so happy

（RIKEN: Isao Watanabe）

From left-hand side, I. Watanabe (RIKEN), K. Ohishi (RIKEN), Prof. Onuki (Osaka U.), Y. Ishii
(RIKEN), Risdiana (RIKEN,UNPAD) and T. Nakano (Osaka U.) Jan. 2011 in Osaka University.
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議事録

・宿舎関係の改善要求があった。
・次回は 10/3 に開催予定
J-PARC 物質・生命科学実験施設利用委員会報告（杉

日本中間子科学会総会議事録

山）
・9/12 に開催された、委員の変更、共用の現状、
PAC の審査結果の説明。
・ミュオン関係のレフェリーコメントが少なく、委
員の数を増やすべきとの意見。
・アクセプトされた日数が 0 日となっている場合が

日時：2010 年 9 月 25 日 18 時～ 20 時
WP 会場

場所：大阪府立大学中百舌鳥キャンパス
出席者：37 名（以下、敬称略）

あることに関し議論があった。
・緊急性のある課題への柔軟な対応のためビームタ
イム 1 カ月前の公募に関する議論がなされた。
J-PARC/MLF 利用者懇談会報告（久保）

１．鳥養会長挨拶

・3/25 に開催された。
２．議長、書記

選出

・超低速ビームラインの早期実現、スタッフの拡充、

議長：網塚氏、書記：河村（成）氏が任命された。

移動手段の充実などの議論がなされた。

３．委員会報告（報告者敬称略）

３－４．理化学研究所：

３－１．中間子科学会：

仁科加速器研究センター共用促進委員会報告（門野）

中間子科学会運営委員会報告（鳥養）

・8 月中に開催された。運営体制の変更に関する説

・運営委員会議事報告に従った説明

明があった。

・次回、中間子科学会総会日程（平成 23 年 3 月） ・共同利用の導入に関して検討が進んでいる。
は 1 日目で承認された。

・J-PARC センターの頭出しは早くとも 1 年後だろ

事務局報告（石田）：

う。（岩崎）

・年会費納入について説明
・次期運営委員会委員の選挙予定について説明

４．研究施設報告
４－１．J-PARC MUSE（三宅）

３－２．KEK：

・10 月のビームタイムは 4 日遅れの 10/16 からと

物質構造科学研究所運営会議報告（鳥養）

なった。ビームラインコンポーネントの入れ替えに

・大学連携支援事業を（中性子と同様に）ミュオン

より、ビーム強度の増加が見込まれている。

でも推進するべきであるという議論があった。

・湾曲ソレノイドの製造業者が決定、製作中である。

・設備関係の概算要求は超低速ビームラインが KEK

・回転標的実機の製造に着手した。

から 1 位で出た。

・共同利用者用宿舎が 12 月に竣工予定、49 部屋あ

物質構造科学研究所 J-PARC ミュオン戦略会議報告

る。

（門野）

・MLF の近くに弁当などが購入できる売店ができ

・4 月以降開催されていない。

る。

・戦略会議は現在 PAC の下の ad hoc 委員会である

・9/28 に新たなパブリックコメントが文科省より

が、今後、所長直属で将来計画を議論する委員会に

出される予定である。会員に協力をお願いしたい。

格上げ予定。
４－２．KEK（門野）
３－３．J-PARC：

・めそん 2010 年秋号 77 ページ以降に従った説明

J-PARC 利用者協議会報告（西田）

・文科省から財務省に出た段階で超低速ビームライ

・4/2 に開催され、概算要求関係の説明が永宮セン

ンに 5.38 億円の概算要求がなされた。

ター長よりなされた。

・MuSAC と外部評価委員会の開催に関する報告
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議事録

・PAC 委員の交代に関する説明

・アップグレード計画に関して門野氏から説明があ

・技術職員として 4/1 着任予定の中村氏の紹介

り、これまでの総会決議通り、第１優先：超低速μ
ＢＬ、第２優先：低速μＢＬ、第３優先：超高速μ

４－３．JAEA（髭本）

ＢＬの順に整備を要求していくことが承認された。

・4/1 から東北大金研の前川氏がセンター長として

さらに、会長より、J-PARC MUSE 施設整備に関す

着任した

る要望活動について、概算要求や特別予算などタイ

・2 ～ 3 月に研究会を開催予定である。

ムリーに対応しなければならないことが多いので、
運営委員のうち、鳥養、西田、秋光、門野、三宅、

４－４．理研 -RAL 支所ミュオン施設（松崎）

髭本の６人をＷＧとして活動したいとの提案があ

・理研 -RAL の各実験ポートに関する説明

り、承認された。

・Port4 に新しい µSR 用スペクトロメータ（クロノ

・ビームが停止することなく供給してもらいたい。

ス）が設置された。µA* は J-PARC に移設。

超低速が不測の事態で遅れた場合には低速を優先す
る可能性はあるのか？

４－５．研究施設全般に関する質疑：

・科学会としては超低速ミュオン、次いで低速ミュ

・J-PARC のライナック増強に伴うシャットダウン

オンの順に建設する方針を堅持したい（鳥養）。

予定はいつか？（岩崎）
・平成 24 年度の夏に 4 カ月間の停止予定である。 ８．意見交換
ミュオンでは回転標的の導入などを予定している。 ８－１．日本中間子科学会の活性化について
・パブコメに関する協力依頼（鳥養）

（三宅）

・緊急性がないなどの評価を既に受けている。覆す
５．報告事項

ようなコメントが望まれる。（三宅）

５－１．日本中間子科学会若手奨励賞（鳥養）

・「キーワードなどがないと記入しづらい。（松崎）」

・締め切りは 11/30 消印有効。多数の応募を待っ

との意見があり、キーワードの一覧や文案を三宅氏

ています。

が ML で送付することとなった。

５－２．領域 10( 粒子線：ミュオン )（河村）

８－２．科研費等大型資金への共同申請について

・今回から X 線、粒子線の分野にサブキーワードと

・現在調整中の新学術領域への応募に関する紹介

してミュオンが加わり、それに関連して 5 件の発
（文責、河村）

表がなされた。
・領域 10 の新人賞に関する紹介
・科研費の細目見直しに関する紹介
・どのような内容の発表が期待されているのか？（松
田）
・今回は装置関連の発表のみであったが、より広い
分野をカバーするものであってよい。ただし、他の
領域との区分けも考慮する必要があり、中間子コ
ミュニティーの意見を尊重したい。（河村）
・領域 10 には格子欠陥なども含まれる。装置に限
る必要なない。（門野）
６．国際会議・シンポジウム
・10/2,3 に山梨大学で研究会を開催予定（鳥養）
７．審議事項
７－１．J-PARC MUSE ロードマップについて
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第三期運営委員候補選挙結果について

石田勝彦、伊藤孝、河村成肇（選挙管理委員会）
日本中間子科学会第三期になる運営委員候補の選

開票結果：

挙が行なわれました。選挙の実施状況および選挙結

順位 得票数 名前

果は以下の様です。

1

30 票 石田勝彦

16 11 票 松田恭幸

・選挙管理委員会：石田勝彦、伊藤孝、河村成肇

2

29 票 門野良典

17 10 票 久野良孝

・選出候補者数：14 名

2

29 票 髭本亘

18

8 票 永嶺謙忠

・任期：2011 年 4 月 1 日～ 2013 年 3 月 31 日

2

29 票 三宅康博

19

6 票 網塚浩

・選挙権、被選挙権：会則の細則第 3 条による。但

5

26 票 下村浩一郎

19

6 票 河村成肇

し 2010 年 12 月 10 日時点で 2010 年度会費を納

6

25 票 鳥養映子

19

6 票 幸田章宏

入した会員のみ選挙権及び被選挙権を有するものと

7

21 票 岩崎雅彦

19

6 票 齊藤直人

した。

7

21 票 小池洋二

19

6 票 西山樟生

・公示：2011 年 1 月上旬に郵便及び電子メールで

9

19 票 松崎禎市郎

24

5 票 野末泰夫

公示。

9

19 票 渡邊功雄

25

4 票 足立匡

・投票：委員候補８名連記のうえ郵便又はファック

11 18 票 小嶋健児

25

4 票 P. Strasser

スにて投票。

12 17 票 西田信彦

・投票〆切：2011 年 1 月 31 日（月）

13 14 票 久保謙哉

以下

・開票日時：2011 年 2 月 2 日（水） 10:30-12:00

14 12 票 秋光純

2 票 6 名、1 票 8 名

・開票場所：理化学研究所和光本所

14 12 票 杉山純

白票 7 名分。

・開票作業：石田勝彦、伊藤孝、河村成肇

3 票 4 名、

（合計 432 票＝ 54 票× 8 名連記）

（以上選挙管理委員）
立会人：藤田陽子
有権者数
投票数

73 名
54 名 ( 郵送 54 通 )

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

うち有効投票数 54 名
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【我らが研究室へようこそ（世界編その１）】
Topics：Welcom to my laboratory (Worldwide Vol. 1)
Jeff Sonier:

At present, two new state-of-the-art muon beam

Professor

lines for µSR are being constructed at TRIUMF.

Department of Physics

T h e s e n e w b e a m l i n e s w i l l h a ve a d v a n c e d

Simon Fraser University

capabilities to service a broader user base. One of
them will replace an existing out-dated muon beam
line (M20), and will utilize a very fast electrostatic
kicker to intermittently redirect a small fraction of
the muons into a second leg. This will produce a

President of the International Society for Muon

low background beam line that allows one to nearly

Spectroscopy

double the time range of a µSR spectrum recorded

Co-chair of the upcoming 12th International

at TRIUMF to ~ 20 µs.

Conference on Muon Spin Rotation, Relaxation and

In addition to µSR-based research, we have been

Resonance

gradually developing a novel hyperpolarized-129Xe

Fellow of the Canadian Institute for Advanced

system at Simon Fraser University. Currently there

Research Quantum Materials Program

exists a wide range of applications that exploit the

Executive member of the Muon Science Advisory

enormous enhancement (104 times or more) in the

Committee at J-PARC.

nuclear magnetic resonance (NMR) signal of laserpolarized

129

Xe. Our system is intended to broaden

such applications to solid-state NMR studies of
molecular and atomic magnetism at surfaces. This

Experimental Methods
Our primary experimental work utilizes the

may be achieved indirectly via detection of the

continuous surface muon beam lines at TRIUMF,

NMR signal of condensed hyperpolarized- 129Xe

Canada, to perform muon spin rotation/relaxation

gas at the sample surface or directly, but more

(µSR) measurements on superconducting and

exclusively, through cross-polarization of NMR

magnetic systems. The continuous nature of the

receptive nuclei at the surface.

TRIUMF muon beams allows for higher timing
resolution in a µSR experiment than what can

Recent Research Highlights

be achieved at a pulsed muon source such as at

1. There is much current scientific interest in the

J-PARC. The higher timing resolution enables

role magnetism plays in the mechanism and fragility

one to resolve fast relaxing µSR signals and to

of high-temperature superconductivity. Both high-

carry out muon spin rotation measurements at

Tc cuprates and iron pnictides lie in close proximity

much higher magnetic field. On the other hand,

to magnetically ordered parent compounds,

the developing J-PARC muon facility has its own

and this has favoured magnetic mechanisms of

unique capabilities, and we hope that the combined

Cooper pairing. However, efforts to construct a

features of the pulsed J-PARC and continuous

theoretical model for high-T c superconductivity

TRIUMF muon beam lines will result in real

have been made difficult by the added complexity

synergy with our Japanese colleagues in the years

of magnetism associated with competing phases.

to come

We have been particularly interested in studying
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the high magnetic field response of cuprates

magnetization measurements of La2-xSrxCuO4, which

using µSR. Our experiments have been carried

is one of the few cuprates that can be doped high

out at TRIUMF, Canada, which thus far has been

enough to completely destroy superconductivity.

the only place in the world with an instrument

Our collaborators include Tadashi Adachi of

(known as “HiTime”) that enables µSR experiments

Tohoku University and Seiki Komiya of Central

at magnetic fields as high as 7 T. Measurements

Research Institute of Electric Power Industry,

o n Y B a 2 C u 3 O y h a ve l e d t o t h e f i n d i n g o f a

Komae. While our experiments [5] conclusively rule

heterogeneous magnetic-field response far above

out commensurate long-range ordered magnetism

Tc (> 210 K) that tracks bulk superconductivity as

at high doping, we do observe weak magnetism of

a function of hole carrier concentration [1]. The

some kind in non-superconducting La1.67Sr0.33CuO4

experimental observations have all the hallmarks

that freezes below T ~ 0.9 K. This discovery bolsters

of inhomogeneous fluctuating superconductivity

predictions from electronic band calculations of

[2], and hence these “Magnetic Measurements Hint

weak itinerant ferromagnetism occurring in heavily

at Toastier Superconductivity” [3]. Yet the finding

overdoped La2-xBaxCuO4 [6]. However, we do not yet

of a heterogeneous field response of any kind

know the precise form of the static magnetism (i.e.

in YBa2Cu3Oy is surprising, since this compound

ferromagnetic and/or itinerant), although studies

does not possess significant bulk disorder. The

continue.

µSR results suggest that the “patchiness” may be
an energy minimization response to the applied
0.12

superconductor.

0.08

2. Some theorists have speculated that the
termination of superconductivity at high doping
of charge carriers is caused by the emergence of

Λ (µs-1)

field, similar to the intermediate state of a type-I

La1.67Sr0.33CuO4

0.04
0.00
0

1

T (K)

2

"competing" ferromagnetism [4]. Recently, we have

Fig. 2 Left: Small single crystal of

directly investigated this scenario via µSR and bulk

La 1.67 Sr 0.33 CuO 4 mounted on a stage for
cutting. Right: Zero-field µSR relaxation rate
showing the onset of weak static magnetism of

YBa2Cu3Oy
µSR Linewidth [MHz]

Temperature [K]

250
200
150
100
50
0
0.00

0.04

0.12

rapid growth, stimulated by significant advances

0.08

T = 90 K

Superconducting
(Vortex) State
0.12

0.16

Hole Doping, p

6

in chemical synthesis. Metal-cyanide bridges have
been extremely valuable in molecular magnetism

0.04

0.08

unknown origin below T ~ 0.9 K.
3. The field of molecular magnetism has seen the

0.00

0.00

0.04

T = 210 K

research as they readily form coordination
polymers when reacted with transition-metal
cations and promote strong magnetic exchange
[7]. We have been working as an interdisciplinary

Fig. 1 Hole-doping dependence of the

team with Danny Leznoff ’s group (Simon

transverse-field µSR line width at H = 7 T above

Fraser University, Chemistry) on developing

the superconducting transition temperature Tc.

novel coordination polymers, via studies of the

The behaviour is explained by inhomogeneous

fundamental chemistry and physics governing their

fluctuating superconductivity.

magnetic properties. We identified a new basic
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structural motif in the cyanometallate coordination

[1] J.E. Sonier et al., Phys. Rev. Lett. 101 (2008) 117001.

polymers M(µ-OH 2) 2[Au(CN) 2] 2 (M = Cu, Ni, Co,

[2] J.E. Sonier, J. Phys.: Condens. Matter 22 (2010)

Fe, Mn) that contain rarely observed M(µ-OH2)2M

203202.

double aqua-bridges. Our systematic studies of

[3] Adrian Cho, Science 320 (2008) 42.

these and related compounds by µSR and bulk

[4] A. Kopp, A. Ghosal and S. Chakravarty, Proc. Natl.

magnetization [8,9] have shown that both the one-

Acad. Sci. USA 104 (2007) 6123.

atom aqua-oxygen bridge between metals and the

[5] J.E. Sonier et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 107 (2010)

inter-chain hydrogen bonding of the bound water

17131.

play a key role in mediating magnetic exchange.

[6] B. Barbiellini and T. Jarlborg, Phys. Rev. Lett. 101
(2008) 157002.
[7] J. Lefebvre, D.B. Leznoff, In Metal and Metalloidcontaining Polymers, Vol. 5, Wiley. p. 155-208 (2005).
[8] J. Lefebvre, F. Callaghan, M.J. Katz, J.E. Sonier, D.B.
Leznoff, Chem. Eur. J. 26, 6748 (2006).
[9] J. Lefebvre et al., Inorg. Chem. 48, 55 (2009).

Fig. 3 Basic structural motif of Cu(µO H 2) 2[ A u ( C N ) 2] 2, h i g h l i g h t i n g t h e
unprecedented metal-aqua bridged chain.
The small (blue) spheres are N atoms, the
small (white) spheres are C atoms, the large
(yellow) spheres are Au atoms, the large
(green) spheres are Cu atoms, and the small
(red) spheres are O atoms. The black arrows

Fig. 4 Current group members Zahra Lotfi

represent the spins of the Cu atoms. The zero-

Mahyari, Jeff Sonier, Christina Kaiser, Wen

field µSR spectra reveal static magnetic order

Huang and Gabe Scholz (absent).

below T = 0.24 K.
Current Activities
These days we are primarily working on
preparations for hosting the 12th International
Conference on µSR in Cancun, Mexico, May 16-20,
2011 (see http://muSR2011.triumf.ca). This will be
the first time since its inception in 1978 that the
conference has been held in Central America, which
does not have a µSR facility of its own. This atypical
choice of location is attracting local interest from

Fig. 5 Jeff slugging it out at the annual student

researchers in Mexico, and may be a spring board

versus faculty softball game in the Department

for launching new collaborations.

of Physics at Simon Fraser University last
summer.
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網塚浩

教授

北海道大学 大学院
理学研究院物理学部門

ここしばらくミュオン実験課題を申請しておらず、
J-PARC 施設もまだ利用していない身としては甚だ
僭越ですが、北大物理の同期生であります渡邊編集
委員長からのご依頼です。ありがたく拝受致しまし
て、研究室を紹介させていただきます。
ミュオン関係のシニアの先生方には、旧、都研と
言った方がお分かりいただけるかと思います。80
年代初めに都福仁先生、村山茂幸先生がスピングラ

【テトラアーク炉】

スの研究で µSR 実験を始められ、同年代後半、ｆ
電子系にテーマを移された頃に私は研究室の門をた

の系が圧力下で反強磁性相へと転移することが見つ

たき、両先生よりこの面白い実験手法の手ほどきを

かり、長年謎であった常圧で検出される弱い反強磁

受けました。その後、村山先生は室蘭工大に、都先

性が、相分離異常によるものであることが解りまし

生は阪大に移られ、後を引き継がれた榊原俊郎先生

た。一歩前進した？とはいうものの、隠れた秩序の

（現、東大物性研）のさらに後を恐れ多くも私が引

本質は未だ 20 以上の仮説が林立する大きな謎であ

き継いでおります。

り、現在、共鳴 X 線散乱実験にも踏み込んでさら

現在は私の他に、柳澤達也、日高宏之両助教の若

に研究を続けています。そのような訳で、研究室の

いスタッフ２名、学生は DC １名を含み１０名とい

実験手法がやや手を拡げすぎ気味なのは、この物質

う構成です。希土類やウラン化合物中のｆ電子によ

を深追いする中で必要に迫られた部分が大きな理由

る磁性を中心に強相関電子系の基礎的研究を行って

です。しかしそのお陰で中性子・µSR・NMR の相

います。テトラアーク炉等を用いた結晶作成から、 補的活用の有効性もよく実感できましたし、何より
極低温領域の熱・輸送・磁気特性の測定、そして超 国内外の多くの方々との繋がりが生まれたことは研
音波位相比較法による弾性定数測定に超高圧下物性

究室として大きな財産となっています。

測定、さらに必要とあらば中性子、放射光、ミュオ

柳澤さんは超音波音速測定の専門家で、弾性応答

ンを用いた微視的実験もと、ちょっと欲張って手が

を通じて、ｆ電子の電気四極子や電荷自由度の揺ら

けています。

ぎと秩序、またそれらと超伝導との相関等を調べて

私自身は長年、URu2Si2 という重い電子系化合物

います。新潟大、後藤輝孝先生の研究室で学位を修

の “ 隠れた秩序 ” と呼ばれる問題に取り組んでいま

めた後、UC San Diego 校の M.B. Maple 先生のもと

す。この系の 5f 電子が低温で何らかの状態に秩序

で 3 年間研鑽を積み、英語は話しても歌っても流暢、

していることは比熱等の異常から明らかなのです

学生と一緒に実験はもちろん、装置の手作りからフ

が、その秩序状態の本質が 25 年超に渡る様々な研

ラックス法による単結晶合成も手がけるマルチかつ

究にも拘わらず解明されていません。私がこの系を

エネルギッシュな人物です。最近は特に充填スクッ

調べ始めた頃には、すでに新物質に対して通常行わ

テルダイト等のカゴ状構造を持つ物質系で観測され
れる “ 第一ラウンド ” の実験は終わっていたため、 る超音波の異常分散の系統性・普遍性を調べ、カゴ
ドープ系の比熱など間隙を縫う作戦で臨んだのです 内イオンのオフセンター電荷自由度による新しい電
が、結局は母物質にも立ち返り、中性子や µSR の

子相関効果の可能性を探る研究に力を注いでいま

追試も含めて様々な微視的実験を共同研究・共同利

す。また、ほとんど手つかずといってもよいウラン

用を通じて行うことになりました。その過程で、こ

系の超音波物性の研究にも着手しています。
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【インデンター型超高圧セル】

日高さんは阪大出身、小林達生先生に師事して岡
山大に一緒に移り学位を修めた超高圧実験の専門家
です。小林氏開発のインデンター型高圧セルを主力
にｆ電子系の高圧下物性を一手に担当しています。
インデンター型セルは、比較的大きな試料スペース
を確保しながらも、セル自体は小型で、比較的容易
に 4 ～ 5 GPa の超高圧を発生できるという特徴を
持ちます。比較的容易にといっても、微少試料の端
子付けや髪の毛より細いリードの引き込み、コイル
巻きなどの作業には熟練が必要で、彼についた学生
は完全徒弟制の下で（礼儀作法、精神修養も含めて）
みっちり仕込まれています。この技術（と多分人柄
も）を Elisa B. Saitovitch 先生に見初められ、現在、
彼はブラジル物理研究センター（CBPF）に呼ばれ
て在外研究活動中です。師匠の不在で弟子達はちょ

【極低温磁化測定装置と清水君（D2）】

っと心細い雰囲気ですが、色々と試行錯誤しつつも
ウラン系他の圧力実験に加え、インデンター活用手

と酒を買って、構内のローンでジンギスカンを食す

法の拡張をこつこつと進めている状況です。

ることでしょうか。これは北大人にとっての基本形

研究室にはまた、榊原先生が開発されたキャパシ
3

4

で、どの研究室にも七輪にジンギスカン鍋、バーベ

タンス式ファラデー法磁力計搭載の He- He 希釈冷

キューコンロ、ブルーシート等、一通りの備えがあ

凍機があり、mK 温度領域での超高感度磁化測定が

るはずです。当研究室でも、誰かが「今日はいい陽

可能です。現在、D2 の清水悠晴君が、これを用い

気だし～、実験も区切りが～」などと言い出せば、
（あ

て UBe13 の異方的超伝導状態の熱平衡磁化を観測

あ、今何かしんどいんだな、と意を汲んで）スクラ

し、超伝導秩序変数の対称性と超伝導相内にみられ

ンブル発進できる体制が整っています。学生諸氏は

る異常の起源について、信州大、天谷健一先生（07

街中やすすきの界隈の安くて美味しいお店の開拓努

年まで当研究室在職）に教えを受けながら調べてい

力も怠らず、ゼミ室の机の上にはいつもホットペッ

ます。

パー最新号が置かれています。私が学生時代に幹事

さて、ここは北海道です。大自然とその恵み、美

をした頃は、どちらかと言えば質より量（特にアル

味しい食べ物の数々があります。これらを如何に（安

コール絶対量の確保）が優先でしたが、今は美食の

く）楽しむかも研究室が追究してやまないテーマの

方に重心があって、とても平和な飲みとなっていま

一つです。手っ取り早いところでは、大学生協で肉

す。また 3 年前、自転車が趣味の日高さんを顧問
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に研究室内に “ 自転車部 ” が創立し、結構頻繁に（ロ
ードバイクとママチャリ混在で）泊まりがけの遠出
などもして、北海道の大自然を自分の足で楽しむ（＝
安上がりな？）活動が行われています。冬にはスキ
ー合宿が恒例となっていて、まさにこの原稿を渡邊
編集委員長にすっきり送信した後は、富良野に向か
う算段になっています。
以上、拙文ながら研究室の雰囲気と、近い将来ミ
ュオン実験にデビューするであろう柳澤、日高両氏
の紹介を書かせていただきました。次回は是非、
「最
近の研究から」で編集委員長にお声を掛けていただ
けるよう努力する所存です。

【サイクリング部員たち】

【夏の札幌の風物詩、大通りビアガーデンにて】

【富良野スキー合宿の一コマ】

【研究室メンバー：右端から柳澤、日高両氏、左端筆者】
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川島健司
青山学院大学
物理・数学学科
秋光研究室

図 1 六方キュービックアンビル型超高圧下合
「青山学院大学」というと “ 渋谷 ” をイメージされ

成装置。秋光研究室の最終兵器 (!?)。約 2 分で

るかもしれませんが、理工学部のキャンパスは、そ

実効物質圧 5.5 GPa に到達する優れものです

の渋谷から電車で約 1 時間、神奈川県相模原市を

が、週 3 のペースでメンテナンスが必要です (

通る JR 横浜線の淵野辺駅から徒歩約 10 分のとこ

一緒に写っているのは、学部時から 3 年間こ

ろにあります。そんな都心のベットタウンから、今

の装置に酷使された ( 維持管理してきた ) 丸山

回は秋光研究室 ( 青山学院大学理工学部物理数理学

昌希君です )。

科 ) を紹介いたします。
的な応用への最も大きな弊害となっています。その

１．はじめに
秋光研究室は、｢一人一人が大切な研究者｣ をモ

Tc を室温まで引き上げようというのが、研究室の

ットーに、日夜研究を行っています。卒研生であ

最終目標です。本気で『室温超伝導』を、目指して

る学部 4 年時から、最先端の研究に携わり、物性

います。現在も、卒論・修論テーマで、新超伝導体

研究を行うことの楽しさを知ることを研究室の目

の開発に取り組む学生が半数以上を占めています。

標としています。現在の研究室 ( 平成 22 年度 ) は、

秋光研究室では、｢いかに既成概念にとらわれず

秋光純教授と村中隆弘助教を中心に、秘書 1 名、 新しい超伝導体を探し出すか｣ に主眼をおいて超伝
Ph.D. 2 名、博士後期課程 2 名、博士前期課程 9 名、 導体開発を行ってきました。そのために、①新しい
卒研生 8 名の総勢 24 名が所属しています。

超伝導体の探索、②超伝導体の機構解明、の二つの
方針で研究を進めています。①は、新超伝導体開発

２．秋光研究室の研究内容の紹介

の主軸です。最も多くの学生が取り組んでいます。

秋光研究室では、固体物理の “ 華 ” である、｢超 「気になった物質は作れ、作った試料は全て測定し
伝導｣ と ｢磁性｣ について研究を行っています。超

ろ」が、この研究室の探索精神です。試料合成は、

伝導では、高い超伝導転移温度 (Tc) を有する超伝

通常の電気炉やアーク炉を用いたものから、熱間等

導体 ( 室温超伝導体 ) の開発と、その開発に向けた

方圧プレス、超高圧発生装置等の特殊条件下を駆使

既存超伝導体の発現機構解明、磁性では、軌道整列

して行っています。梯子格子系 (Sr,Ca)14Cu24O41[1]

現象やカイラル螺旋磁性体等の磁性発現機構 ( スピ

や MgB2[2], Y2C3( 高温高圧相 ) [3] なども、学生が

ン状態 ) の解明を行っています。

試料合成に創意工夫を凝らし、試料評価に一喜一憂
した結果、発見に至った超伝導体です。特に Y2C3(

2.1 より高い Tc を持つ超伝導体の開発

高温高圧相 ) は、その典型例です。この物質は当初

超伝導現象の特徴の一つは、Tc 以下で電気抵抗

から狙っていたものではなく、LiBC の Li+ サイト

が完全にゼロになるというものです。この特性を利

を Y3+ に部分置換する過程で見つかりました。高圧

用すると、完全に電流ロスのない送電線や電力貯

下合成の結果できた試料は、空気中で激しく劣化

蔵などが実現できます。いわゆる “ エコ社会 ” の実

し、試料中に LiBC の相はほとんど含まれていない

現に向けた素材です。私達のまわりの応用例は、医

“ モノ ” でした。通常この時点で「合成に失敗」と

療用 MRI や JR 東海のリニア中央新幹線等がありま

終わりそうですが、当時の学生は、この劣化しま

す。但し、現在のところ超伝導体の Tc は低く、大々

くった試料の評価を行い ( この辺がすでに既成概念
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の外 )、結果見事に Tc ~18 K 相の足がかりを得まし
た。「最後は根性論」的な要素ですが、「スマート
な発見ストーリー」の前段階は、大体このような
感じです。②については、新しい超伝導体開発の
指針となる情報を得ることを目的とし、行ってい
ます。具体的には、既存超伝導体の純良 ( 大型 ) 単
結晶試料 ( もしくは純良多結晶試料 ) を合成し、他
大学や大型実験施設と共同で超伝導発現機構の解
明を行い、その結果を次の探索テーマへとフィー
ドバックしています。近年は、他大学との協同研
究で、ラマン散乱や NMR 測定、放射光 X 線や中性
子回折、µSR 測定などを行い、金属間化合物では
MgB2[4] をはじめ、CaAlSi[5] や Y2C3[6]、酸化物では、
Ag6O8AgX(X=NO3-, HF2-)[7] などの機構解明を行っ
てきました。
超伝導体開発は、日々、トライ＆エラーの繰り返
しですが、より高い Tc を持つ超伝導体の開発とい

図 2 秋光研究室で合成した実験用単結晶試料
の数々。

う目標 ( 野望 ) のもと、日夜研究を行っています。
先駆者ということもあり、( 他の研究者の方々も交
2.2 放射光や中性子を用いた磁性体の研究
超伝導と並行して研究を行っているのが、磁性体
の研究です。秋光教授が、偏極中性子回折法を用い

えて ) 実験結果について議論する機会が多くなりま
す。その成果として、この議論の中で新しいテーマ
が生まれることがあります。

て、軌道秩序などの先駆的研究を行っていた経緯か
ら、研究室発足時から続けられている研究です。現

2.3 µSR を用いた超伝導・磁性体の研究

在も中性子回折測定を中心に、放射光 X 線、µSR

秋光研究室では、µSR 法の最大の武器である “ 内

法等を使って実験を行っています。最近は、ペロフ

部磁場の観測 ” を生かし、超伝導と磁性の両方で

スカイト型酸化物の軌道秩序 [8] やスピン状態の解

発現機構解明の有力な実験手段として使用してい

明 [9]、カイラルな結晶構造を取る無機化合物の螺

ます。実験自体は、高エネルギー加速器研究機構

旋磁気構造の右巻き・左巻き制御の研究 [10] など

(KEK) の門野教授、三宅教授のグループと共同で日

を行っています。

本 ( 以前は KEK。今は J-PARC)、カナダ (TRIUMF)、

秋光研究室では、単結晶合成→実験→解析までの

イギリス (RAL) などで行います。

流れを一貫して行い、卒論や修論にまとめるスタ

「めそん」の記事ですから、秋光研究室における、

イルをとっています。大型単結晶は、大体、浮遊

µSR 法を用いた最近の研究成果を紹介いたします。

帯域ゾーン (FZ) 法で作ります。単結晶育成は、「不

超伝導に関しては、Pu2C3 型構造の超伝導体 Y2C3

屈の闘志 ( ありきたり )」と「なけなしの神経」を

と La2C3 のマルチギャップ超伝導状態の観測 [11]、

すり減らしして行います。3 年も同じ研究を続ける

リエントラント型超伝導体 Tm5Rh6Sn18 における磁

と、育成中に “ 結晶の声 ” が聞こえるようになり、 性と超伝導の共存状態の発見 [12]、磁性体として
うまく結晶化できるそうです。実験・解析では、外

は、スピン・軌道相互作用が強い系といわれている

部の大型施設 ( 日本原子力研究所 : JRR-3, J-PARC,

Ba2IrO4 の反強磁性秩序存在の確認 [13] がありま

SPring-8 等 ) を使った実験を、研究室単独や外部の

す。この中で、最近得られた、Ba2IrO4 について少

研究者の方々と共同で行っています。外部の第一線

し詳しく紹介します。

級の研究者の方々と実験を行うことから、実験に携
わるスタッフ・学生は逞しく育っています。
磁性体の研究では、秋光教授がこの研究分野の

12

Ba2IrO4 は、 層 状 ペ ロ フ ス カ イ ト 型 構 造 を 取
る 酸 化 物 で す。 同 型 構 造 を 取 り 弱 強 磁 性 を 示 す
Sr2IrO4 に対し、完全に “ フラット ” な IrO2 面を持
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つ Ba2IrO4 は、磁化率測定において明確な自発磁化

らの行事があります。一年間の主な行事を書き出す

が観測されていません。そこで µSR 測定 (J-PARC)

と、大体次のようになっています。

を行った結果、240K 以下において磁気秩序の発現

４月：お花見

( ミュオン回転スペクトルの出現 ) が確認され、さ

５月：バーベキュー

らに解析の結果、銅酸化物超伝導体と酷似した、二

６月：近場でキャンプ (1 泊 2 日 )

次元ハイゼンベルク反強磁性体に属していることが

７月：オープンキャンパス

判明しました。これは、µSR 法最大の利点を利用し

８月：研究室中間発表

て、“ 完全な ” 反強磁性体の確認に成功した例です。
Ba2IrO4 は、次の超伝導開発母体として期待できる
候補物質となっています。
秋光研究室では、種々の物質で µSR 法を使い、

(@ 湘南国際村センター (1 泊 2 日 ))
９月：大学院生研究発表会
日本物理学会参加
軽井沢でバーベキュー (1 泊 2 日 )

発現機構解明を行ってきました。これまで蓄積した

10 月：相模原祭フットサル大会

ノウハウをもとに、今後も強力な発現機構解明のプ

11 月：創立記念杯サッカー大会

ローブとして µSR 法を使っていきます。

12 月：卒業研究中間発表会
忘年会 , 年末ジャンボ宝くじ

３．秋光研究室の一年間と雰囲気
最後に、秋光研究室の日常をお伝えできればと思

１月：新年会 ,
２月：卒業研究発表会 , 卒論提出
３月：修士論文発表会 , 修論提出 , 卒業式

います。
研究室では、助教、Ph.D と博士後期課程の学生

日本物理学会参加

が研究テーマごとに班を持ち、その他の学生は、い

ホームパーティー

ずれかの班に配置され研究を行っています。平成

3 月に行われるホームパーティーは秋光教授の自宅

22 年度は、5 班 ( 超伝導 : 3 班 , 磁性 : 2 班 ) です。 で行われます。新卒研生の歓迎会と卒業する学部
学生は、普段、自身の班のボスと実験結果について

生・院生の送別会を兼ねています。また、キャンプ

検討し研究を進めます。秋光教授とは、2 ～ 3 週間

やバーベキューをよくやりますが、特に軽井沢 (9

に一度、班ごとにミーティングを行い、現状の確認、 月 ) では、秋光教授が主催し、別荘に招待してくだ
問題点や実験方針の修正を行っています。その他に、 さいます。この時は、学生とテニスや夜通し飲み明
研究室授業として、全体での研究発表を行い、他の

かしたりなどしています。秋光教授も学生の研究意

班の人達との意見交流を行っています。意見交換や

欲 ( ようは、やる気 ) 維持にいろいろと気を使って

情報収集という面では、学生も、国際会議や物理学

くださっています。研究室では、サッカー ( 最近は

会に積極的に ( 結構自由に ) 参加しにいきます。や

フットサル ) をよくやっています。学内で行われる

はり、研究には持続性と幅広い知識 ( いわゆる雑学

大会や外部で行われている大会にも参加しています

) が必要となります。一方向に特化した専門性は、 ( 学内では、たまにいい成績を残しています )。大体、
研究を進める中で身に付きますが、幅広い知識を取

週 1 ～ 2 回ペースで、昼過ぎから日没までの 2 ～

り入れるには、外部との交流が一番です。学生は、 3 時間程度、いい汗かいています。
｢なんとか結果を出してやろう｣ と、自分の研究テ

研究室に入ってくる学生は、｢秋光研はキツイ｣

ーマに対し、主体性を持ちかつ多角的に考え実験を

という噂 ( いわゆる都市伝説 ) に、ある意味覚悟を

行う日々を過ごしています。

決めて入ってきますが、最後は楽しかったと卒業し

こう書くと、黙々と研究を行う組織に映るかもし

ていきます。毎年就活時期になると、自己分析中の

れませんが、そんなことはありません。大学に所属

学生から ｢時間の使い方がうまくなった気がする｣

する研究室らしく ( 筆者の偏見 ?)、研究室メンバー

という意見を聞きます。どうやら研究室には、“学業 ”

で出かけたり、一般庶民らしく、年末ジャンボ宝く

と “ 遊び ” をうまく両立させる雰囲気 ( 研究生活ス

じで夢を買ったりもします。あと、何かと理由をつ

タイル ) があるようです。研究室に入り 10 年目を

けて飲み会があります。

迎える筆者も何人かの卒業生を見送ってきました

秋光研究室では、大学の学事歴も含め毎月何かし
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物理学会や国際会議などでお会いする機会があるか
と思います。その時は、秋光研究室のスタッフをは
じめ学生も発表していますので、議論につきあって
いただけると幸いに思います。また、秋光研究室の
ホームページ (http://www.phys.aoyama.ac.jp/~w3jun/) の方にも、いろいろと掲載しておりますので、
訪れていただければと思います。
図 3 フットサル @ 相模原キャンパス中の一場
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[1] M. Uehara et al., J. Phys. Soc. Jpn. 65(9) (1996) 2764.

す )。年齢や研究室内の序列に関係なく、わり

[2] J. Nagamatsu et al., Nature 410 (2001) 63.

と容赦なく人数合わせで駆り出されるのが特徴

[3] G. Amano et al., J. Phys. Soc. Jpn. 73(3) (2004) 530.

です。

[4] E. Nishibori et al., J. Phys. Soc. Jpn. 70(8) (2001)
2252.
[5] S. Kuroiwa et al., Phys. Rev. B 77 (2008) 140503(R).

究室生活での “ オン ” と “ オフ ” の切り替えがうま

[6] A. Harada et al., J. Phys. Soc. Jpn. 76(2) (2007)

くなった」と思うときがあります。学生は、卒業す

023704.

ると研究室での研究活動が完全にリセットされてし

[7] K. Kawashima et al., J. Phys. Soc. Jpn. 77 (2008)

まうことも多いですが、研究室の持つ雰囲気は、彼

024707.

らの人格形成に一役かっているのかなと思います。 [8] H. Ichikawa et al., J. Phys. Soc. Jpn. 74 (2005) 1020.
今後も、｢社会の最も小さな縮図｣ として、学生さ

[9] K. Horigane et al., J. Phys. Soc. Jpn. 76 (2007)

ん達がこの雰囲気を受け継いでいってもらえればと

114715.

思います。

[10] Y. Kousaka et al., J. Phys. Soc. Jpn. 78 (2009)
123601.

４．さいごに
今回、青山学院大学の秋光研究室を紹介しました
が、私たちの研究室の雰囲気の一端でも伝わりまし

[11] S. Kuroiwa et al., Phys. Rev. Lett. 100 (2008)
097002.
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図 4 平成 22 年度の研究室メンバー ( 写真は 8 月に行われた研究室中間発表＠湘南国際村センタ
ーで撮影したもの )。写真の中央付近、一番手前に座っておられるのが秋光教授です。筆者は、
後列の向かって一番右にいます。
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Stephen Blundell

In such high fields the spins of many systems can

Professor

be aligned, even if they have an antiferromagnetic

Department of Physics

arrangement at zero field. Furthermore, novel

Oxford University

quantum behaviour can be observed in conduction

United Kingdom

electrons that can give important information
about the band structure, and this approach is
being used particularly effectively in iron arsenide
superconductors.

The Correlated Electron Systems group in Oxford
University’s Department of Physics studies a wide

Another tool is electron spin resonance (ESR), and

range of problems involving novel materials in

this is a technique for which the Clarendon was

which properties are determined by the cooperative

famous for several decades ago through the work

behaviour of electrons.

The interactions

of the late Professor Brebis Bleaney who used it to

between electrons in solids are responsible for

study transition-metal and rare-earth ions. This

a large number of exciting physical phenomena,

older work used continuous wave methods while

including ferromagnetism, antiferromagnetism

now the focus is entirely different. Pulsed ESR is

and superconductivity. In these materials, we

extremely effective for controlling novel quantum-

cannot treat the electrons as independent entities

mechanical states and so can be used to examine

but have to consider their correlated behaviour.

candidate quantum-information resources. Dr

Understanding electron-electron interactions in

Arzhang Ardavan is using this technique to study a

a variety of systems, including transition metal

variety of experimental systems, but our discovery

oxides and organic molecular solids, is a central

that the spin coherence lifetimes in single molecule

part of the research activity. The group is based in

magnets can be as long as several microseconds

the Clarendon Laboratory, which began in 1872,

(and therefore long enough to perform multiple

and which has for years been an important centre

qubit manipulations) has been particularly

for research in low temperature physics and high

significant.

magnetic fields. It was the first laboratory in the
UK to liquefy helium and the first in the world

Magnetotransport measurements are particularly

to achieve micro-Kelvin temperatures. Martin

important for elucidating the behaviour of the

Wood, who worked at the Clarendon Laboratory,

Fermi surface and a major focus of this has

founded the company Oxford Instruments, a major

included studies of organic metals.

manufacturer of cryogenic and superconducting

dimension to this has been provided by Dr Moon-

magnetic technology.

Sun Nam who has developed thermoelectric and

A new

Nernst techniques. These have been used to show
A particular strength of our group is the ability to

that a signature of vortices can be observed well

subject samples to extremely high magnetic fields.

above the superconducting transition in an organic

The Nicholas Kurti High Magnetic Field Laboratory

metal, close to the Mott-insulator transition. This

(named after the famous low-temperature physicist

discovery shows that vortices can exist even when

who worked in the Clarendon) contains a pulsed-

long-range phase coherence (necessary for the

field system that is able to reach fields in excess of

zero-resistance state normally associated with

sixty tesla, though only for a few milliseconds. Dr

superconductivity) has been lost.

Paul Goddard leads an effort to use this facility to
make measurements of novel molecular magnets

Another specialty of the group is the use of muon-

and superconductors in such extreme conditions.

spin rotation techniques, and extensive use is made
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of the nearby facilities at ISIS (both the UK and

is Professor Tadashi Sugano of Meiji Gakuin

RIKEN-RAL muon facilities) and also the beam lines

University in Yokohama, and the joint work

at the Paul Scherrer Institute in Switzerland. A key

between him and the Oxford team led to the award

role has been played by Dr Tom Lancaster, who

of the Daiwa-Adrian Prize in 1998, also involving

has performed detailed studies of low-dimensional

colleagues at the Royal Institution in London.

molecular magnets that have illuminated the
physics of these extraordinary compounds, and

The correlated behaviour of electrons leads to

the research has benefitted greatly from a long-

many surprising properties and there are many

standing collaboration with Dr Francis Pratt at

unanswered questions. The quest to understand

ISIS. Recent topics studied by the group include

these and to find answers will lead to new physics

iron arsenide superconductors, molecular magnets,

and new applications, and this quest drives the

multiferroic oxides, organic superconductors and

activity of the group in frequently surprising but

single-molecule magnets.

always interesting directions.

Picture: Muon experiments at the Paul

Picture: PhD student Saman Ghannadzadeh

Scherrer Institute: PhD students Isabel Franke

adjusts his cryostat mounted in the pulsed

and Jack Wright load a sample into the GPS

magnet in the Nicholas Kurti High Magnetic

spectrometer, together with instrument

Field Laboratory, part of the Clarendon

scientist Dr Zaher Salman, a former member of

Laboratory.

the group.

All these experiments rely on excellent samples.
Some of them are made in-house using an image
furnace for high-quality single crystal preparation.
Others come from collaborators in the inorganic
chemistry laboratory in Oxford, or from other
colleagues based in Manchester, France, Spain,
Italy, the US, Russia or Japan.
There are strong links with Japan and a number
of visitors to the group have come from Japanese
laboratories.
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A long-standing collaborator

Picture: a single molecule magnet
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Roberto De Renzi

the development of the ISIS muon beams in the

Professor

seeding period 1983-7. Figure 1 shows the original

Department of Physics

spectrometer mounted on the MUSR beam line

University of Parma

at ISIS, which survives today as the instrument

Itali

backbone, thanks to recent upgrades. The young
post-doc holding a ruler (it was probably the
photographer's idea of the work of an experimental
physicist) is the present author at a much earlier

A bit of history.
Magnetism has a tradition dating back to the early

stage of his career.

1970s, both in the Parma Department of Physics,
and in the nearby CNR MASPEC Institute, now

The PaRMa Laboratory.

called IMEM-CNR. Amongst earlier achievements

The self-referential acronym stands for Parma

it is worth quoting the NMR work of Emeritus

Research on Magnetism (you can see our home

Professor Cesare Bucci on critical fluctuation in

page at

low dimensional magnetic systems [1], Mössbauer

pmwiki.php?n=PaRMA.HomePage). Nowadays the

spectroscopy and Rayleigh scattering of Mössbauer

laboratory encompasses a number of research

radiation by Emeritus Professor Gianfranco

topics in the area of magnetism, strong electronic

Albanese [2], the development of macroscopic

correlation and superconductivity, where muons

techniques such as Singular Point Detection for

are just one of the techniques in use. Figure 2

investigating magnetic anisotropy [3], by Giovanni

shows a recent group picture. Several groups

Asti, then at the MASPEC Institute.

collaborate, share instrumentation, strategies and

http://www.fis.unipr.it/infm/home/

Muon Spin Rotation in Europe partially originates

lively discussions. We will be hosting in Parma the

from Parma as well. The groups of Cesare Bucci,

next European Conference on Magnetism, the Joint

from Parma, and Erik Karlsson, from Uppsala, met

European Magnetic Symposia 2012. Stay posted

at CERN in 1976 and started exploring the use of

for more news on the subject.

muons in metals, semiconductors, liquid organic

Molecular magnets are the specialty of the group

compounds and magnetic materials. The Parma-

of Giuseppe Amoretti, with the purpose of gaining

Uppsala collaboration provided a strong political,

insight on their dynamics by modeling NMR

financial, scientific and instrumental support for

relaxations and inelastic neutron scattering results.
This leads to the design, in collaboration with
leading chemists, of the best candidate molecules
for quantum computation [4]. The same group is
world expert in interpreting evidence for multipolar

Fig. 1 The earlier MUSR instrument at ISIS,
original constructed in Parma.
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order in actinide compounds [5].
Carbon based magnetism and fullerides [6] are
the topic of the group of Mauro Riccò, with an eye
for potential applications [7]. Figure 3 shows one of
the special Ar glove boxes where these air-sensitive
materials must be handled, in an atmosphere with
few parts per million of water vapour and oxygen.
Graphene and its hydrogen storage potentials are
also explored in this lab.
Solid state NMR profits from the home built
spectrometers of Giuseppe Allodi, best suited
for broad resonances in magnetic materials up

Fig. 4 One of the home made HyReSpect NMR

to 870 MHz. Figure 4 shows the latest version

instruments, with its 9T magnet.

of HyReSpect [8]. Here we complement our
muon investigations on cuprates [9] and pnictide

On campus we also have out-door and in-door

superconductors [10], and on many transition

swimming pools, tennis, rugby, golf and football

metal oxides [11]. For Co metal and manganites we

courts, a gymnasium and running tracks. Parma is a

have demonstrated the capability to measure also

town of 200 000 inhabitants, renown for its cuisine

thin films down to few monolayers [12].

(it is the site of the European Food Authority), with

The group of Massimo Solzi has a range of
magnetometers and susceptometers, including

close-by Appennine mountains. Both the work and
the after work hours can be pleasant.

special home-built ones and a versatile SQUID
instrument. The topics include multiferroic
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Fig. 3 Our glove box for air sensitive carbon
based materials.
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Alan Drew, Dr.

being pursued. This research covers many

Queen Mary University

interdisciplinary areas and overlaps with work in

London, UK

biology, materials science and chemistry.
The CMP group enjoy a varied social life, with
activities ranging from regular trips to the Senior
Common Room Bar to annual ‘away days’ to local
visitor attractions. We also have regular group
fondues, where we consume large quantities of
Swiss cheese (imported as a result of the muon
experiences at PSI) and festive activities.

1. Introduction
1.2 History of the spin spectroscopy group

1.1 The laboratory
The School of Physics at Queen Mary, University

The study of spin-based phenomena began in

of London, maintains a long tradition research in

CMP around 2005 – specifically, the role that

ground-breaking fields, split into three centres of

magnetic fields play in electrical transport in

research: Condensed Matter Physics (CMP), Particle

organic light emitting diodes (OLED) [1]. This

Physics and String Theory. Research in CMP

research topic, lead by Dr. Gillin, has resulted

concentrates on understanding the fundamental

in QMUL being one of the leading groups

physics properties of materials. Experimental

researching Organic Magnetoresistance. At around

research within the group is a diverse range of

a similar time, I became interested in organic

themes that includes nanostructures, organic

spintronics and charge carrier dynamics, starting

electronics, superconductivity, nanomechanics,

a collaboration with Dr. Gillin, who provided

magnetism, nano-bio systems, and molecular

much needed materials expertise for my muon

solids. Combined theoretical and experimental

research. As a result of this strong collaboration, I

projects exist in radiation damage in solids, organic

moved to Queen Mary in 2008, with a purpose of

spintronics, and vortices while the complete

setting up a ‘spin spectroscopy’ group, which has

theories of liquids and the glass transition are

expanded to a team of five people in the two years

Members of CMP group, and their families, on an annual away day.
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superconducting state. It was also confirmed that
the pnictide superconductors obey an Uemurastyle relationship between Tc and λ ab(0)-2 [6]. Farinfrared ellipsometry showed that the electronic
properties are strongly anisotropic, such that
the optical spectra are dominated by the weakly
conducting c-axis response similar to the cuprate
superconductors. A gap-like suppression of the
conductivity in the superconducting state was
observed, with a spectral shape consistent with an
unconventional order parameter [7]. Further µSR studies
Burying a member of the CMP group on

of different dopings of the SmFeAsO 1-xF x series

Brighton beach

was then performed [8]. As in the cuprates, static
magnetism persists well into the superconducting
regime of SmFeAsO1-xFx,. This is quite surprising

since I moved, with a similar expansion planned

as the parent compounds of the two families have

for the next two years. The spin spectroscopy

rather different magnetic ground states: itinerant

research group works in three main areas – bulk

spin density wave for the pnictides contrasted with

superconductivity, thin film superconducting /

the Mott–Hubbard insulator in the cuprates. These

magnetic heterostructures and organic spintronics,

findings suggest that the proximity to magnetic

with muon spin spectroscopy being a key tool in all

order and associated soft magnetic fluctuations,

of these areas. In the future, I aim to use muons as

rather than strong electronic correlations in the

a tool for studying multiferroic materials and the

vicinity of a Mott–Hubbard transition, may be the

biology/physics interface.

key to high-Tc superconductors [8].
µSR studies of the magnetic and superconducting

2. Research Topics

properties of single crystals of electron-doped

2.1 Bulk superconductivity and magnetism

BaFe 2-xCo xAs 2 and of polycrystalline hole-doped

I began my research career in understanding

Pr 1-x Sr x FeAsO were then performed [9]. In the

vortices in high-temperature superconductors.

former series, there are some interesting parallels

These were primarily related to the symmetry

with the electron-doped SmFeAsO1-xFx 1111-type

of the lattice, probed by small angle neutron

system [6,8]. In particular, evidence was shown

scattering [2] and muon spin rotation (µSR) [3],

that strongly disordered static magnetism coexists

and on order-disorder transitions probed by muon

with superconductivity on a microscopic scale

spin rotation [4,5]. More recently, I have formed

in underdoped samples and even at optimum

my first group, with my research migrating onto

doping there is a slowing down (or enhancement)

the coexistance and coupling of magnetism and

of dynamic magnetic correlations below T c In

superconductivity in the pnictide super-conductors.

contrast, for the hole-doped Pr1-xSrxFeAsO samples

Firstly, µSR experiments were performed on

a mesoscopic phase segregation was observed, into

the pnictide high temperature superconductor

regions with nearly unperturbed antiferromagnetic

SmFeAsO 1-xF x with x=0.18 and 0.3. An unusual

order and others that are non-magnetic but

enhancement of slow spin fluctuations in the

superconducting. This resembles the one that we

vicinity of the superconducting transition was

previously reported for hole-doped Ba1-xKxFe2As2

observed, suggesting that spin fluctuations

[10] and thus might be a common property of the

contribute to the formation of an unconventional

hole-doped systems.
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Most recently, µSR and infrared spectroscopy

La 2/3 Ca 1/3 MnO 3 (10nm) superlattice repeated

experiments on underdoped BaFe1.89Co0.11As2 show

10 times revealed a surprisingly large

that bulk magnetism and superconductivity (SC)

superconductivity-induced modulation of the

coexist and compete on the nanometer length scale

vertical ferromagnetic magnetization profile.

[11]. The combined data reveal a bulk magnetic

This modulation seems to involve the density

order (likely due to an incommensurate spin

rather than the orientation of the magnetization

density wave) develops and becomes reduced in

and is highly susceptible to the strain, which is

magnitude (but not in volume) below the lower

transmitted from the SrTiO3 substrate. One possible

T c . The bulk nature of superconductivity was

explanation of this unusual superconductivity-

established by the µSR data which show a bulk

induced phenomenon is a phase separation

vortex lattice and the IR data which reveal that

between ferromagnetic and non-ferromagnetic

the majority of low-energy states is gapped and

nano-domains in the La2/3Ca1/3MnO3 layers.

participates in the condensate at T ≪ Tc.
2.3 Organic spintronics
2.2 Superconducting/magnetic thin film

Electronic devices that use the spin degree
of freedom hold unique prospects for future

heterostructures
Superconduct ing and magnet ic order are

technology. The performance of these 'spintronic'

usually mutually exclusive, and are found to

devices relies heavily on the efficient transfer

coexist in relatively few materials classes. The

of spin polarization across different layers and

high-temperature superconductors are two such

interfaces. This complex transfer process depends

examples, but there are very few ‘conventional’

on individual material properties and also, most

materials that exhibit such properties. Artificial

importantly, on the structural and electronic

mult ilayers offer unique opportunit ies for

properties of the interfaces between the different

combining materials with antagonistic orders

materials and defects that are common to real

such as superconductivity and ferromagnetism

devices. Knowledge of these factors is especially

and thus to realize novel quantum states. Using

important for the relatively new field of organic

this principal, a trilayer of simple elemental

spintronics, where there is a severe lack of suitable

ferromagnetic-superconducting materials (Pb-Fe-

experimental techniques that can yield depth-

Pb) was measured with Low-Energy Muon Spin

resolved information about the spin polarization of

Rotation (LE-µSR). Direct evidence for a spin-density

charge carriers within buried layers of real devices.

wave coexisting with bulk superconductivity

By modifying the LE-µSR spectrometer at the Paul

was obtained [12], with the spin density wave

Scherrer Institute, it was shown this depth-resolved

existing in the Pb both above and below the

technique could measure the spin polarization of

superconducting critical temperature. Moreover,

current-injected electrons in an organic spin valve

in the superconducting state the amplitude of the

[14]. This was achieved by modifying one of the

spin density wave was found to be enhanced, and

cryostats to include electrical feed-throughs for

modelling the data also suggests a π/2 phase shift

four-point IV measurements. A bespoke floating

of one component of the SDW, implying a profound

source-measure unit was then designed and built,

coupling of these two forms of order.

which allowed very sensitive magneotransport

Further evidence for strong coupling between

measurements to be performed whilst floating

superconductors and ferromagnets came from

the device to several kilo-volts, which was needed

oxide multilayers [13], which scales up the energy

for the LE-µSR measurements to be performed

scales of the interactions. Neutron reflectometry

at the same time. One of the most interesting

measurements of a Y 0.6 Pr 0.4 Ba 2 Cu 3 O 7 (10nm) /

results is that the temperature dependence of
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devices, which contain no magnetic layers, likely
related to magnetic field effects in the singlet-triplet
exciton inter-system crossing rate. The application
of a ∼500 mT magnetic field in these structures
has the effect of increasing the measured mobility;
an effect that is enhanced by the presence of
excited states in ambipolar samples, as opposed to
the unipolar samples, where it remains constant
independent of offset voltage. This suggests the
magnetoresistance is a result of a decrease in
the concentration of site-blocking triplet states
[17]. On deuterating the organic semiconductor,
it was shown that hyperfine coupling w ith
protons is unlikely to be the cause of the organic
magnetoresistance (as is commonly thought), but
perhaps interactions with unpaired electrons in the
device may be responsible instead [18].
One of my PhD students mounting a sample in
the LE-µSR cryostat.

3. Facilities
3.1 Laboratory facilities
Experimental facilities include a class 10,000

the spin diffusion length is correlated with the

clean room containing state-of-the-art thin film

device magnetoresistance [14]. Interestingly, it

deposition systems, including two Kurt J. Lesker

is possible to use muonium to probe the electron

deposit ion systems w ith Knudsen cells for

spin relaxation rate in organic semiconductors,

organic layers, thermal cells for metallic layers,

which has been shown to follow an Arhhenius-like

DC/RF sputterers and e-beam cells for metallic

temperature dependence [15], with two energy

and insulating layers. These systems allow in-

scales, one of which is very similar to the energy

situ shadow mask handling for defining device

scale extracted from the LE-µSR measurements

geometry and in-situ growth monitors, offering

[14].

PID feedback on cell power, to control the film

Further LE-µSR measurements were performed,

fabrication. The lab also contains numerous

that showed the injected spin polarisation of

other deposition systems as well as electrical

extracted charge carriers from can be controlled

characterisation facilities, photolithography,

by the inclusion of a thin interfacial layer of polar

scanning probe microscopies, a high-field (7 T)

material. The electric dipole moment brought about

cryostat (1.6 - 400 K) with optical access, time-

by this layer shifts the organic semiconductor's

resolved optical spectroscopy, high-resolution X-ray

highest occupied molecular orbital with respect

diffraction, and a number of different materials

to the Fermi energy of the ferromagnetic contact.

processing facilities.

This approach allows full control of the spin band

The laboratory is also part of the interdisciplinary

appropriate for charge-carrier extraction, opening

Centre for Materials Research (CMR). Laboratories

up new spintronic device concepts for future

and experimental facilities within the CMR has

exploitation [16].

been completely modernised using funds exceeding

Finally, significant magnetoresistsance has been

£5 million. Recently, the CMR has established the

shown to exist in organic light emitting diode

Centre for Imaging and Analysis, called Nanovision.
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In addition to state-of-the-art FEGSEM and ESEM
systems as well as a Focussed Ion Beam facility,
Nanovision houses a suite of AFMs and STMs.
3.2 Central facilities: µSR and neutron scattering
The main part of the Spin Spectroscopy Group's
research efforts are carried out at neutron and
muon facilities, with the activities roughly split
as 10 % neutron / 60 % muon / 30 % laboratory.
T h e m a i n µ S R f a c i l i t i e s u s e d a r e t h e Pa u l
Scherrer Institute (spectrometers: GPS, LE-µSR,
ALC and DOLLY) and ISIS (spectrometers: EMU,
HIFI and ARGUS). For neutrons, Paul Scherrer
Institute (spectrometers: SANS, AMOR) and ISIS
(spectrometers: CRISP).
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Darminto (upper photo)

some Japanese universities and research institutes

Suminar Pratapa (lower

have compassionately filled the heart of the

photo)

laboratory members and become very prospective

Professors

collaborators in the future.

Department of Physics,
Faculty of Mathematics and

Purpose

Natural Sciences, Institute

A nation-wide pioneer in development of advanced

of Technology Sepuluh

materials based on local natural resources.

Nopember (ITS), Surabaya,
Indonesia

Vision
Leader in resources, research and education for
advancing materials science and technology.

Located in Sukolilo Campus, Materials Research

Mission

Laboratory is an expanding laboratory with more

We serve by pertaining

than 15 researchers, scientists, and technicians

❖ up-to-date curricula and well-organized

among 45 staffs of Department of Physics, with

practices in teaching

annually more than 40 enthusiastic doctorates,

❖

masters and undergraduate students among the

enthusiastic will to expand and collaborate

total student body of around 300 students.

❖ a wise, environmentally-friendly approach

a well-structured org anizat ion w ith an

to natural resources exploration for advanced
It focuses on the following research areas:

materials production

❖ Superconducting and magnetic materials
❖ Electro-ceramics

Proposed Activities on Muons

❖ Semiconductor and solar cell devices

Several members of the group are quite active to

❖ Conducting polymers

be engaged with researches on magnetic (Fe3O4,

❖ X-ray and neutron scattering

BiFeO 3, Ni xZn 1-xFe 2O 4, and BaFe 12O 19) and non-

❖ Non-degradable materials

magnetic (MgO, MgAl 2 O 4 , TiO 2 , MgTiO 5 , ZnO)

❖ Composites and hard materials

nanoparticles as well as superconducting (Bi-SrCa-Cu-O and Re-Ba-Cu-O with Re = Y, Nd, Gd, Eu)

The Laboratory’s unparalleled expertise in the

materials.

areas of materials and analytical microstructure

from the view points of magnetism among the

exploration tools remains its greatest resource.

materials mentioned, namely: (i) if magnetic

The laboratory is among the leaders in advancing

particles with various size and morphology are

ITS to attain its objective to develop into a world

constituted by the same building block unit; and,

class research university. It applies its expertise

(ii) the non-magnetic nanoparticles, including

to a broad range of domains, including defense

superconducting materials, such as Bi-Sr-Ca-Cu-O

technology, clean technology for nanomaterials,

of 2212 and 2223 phases, generally demonstrate

applications of materials at extreme conditions,

a weak ferromagnetism (superparamagnetism) at

renewable energy and sensors. With such domains,

room temperatures, and even down to well above

There are two issues to be addressed

the laboratory eagerly develops collaborations with

critical temperature (Tc) for superconductors.

world class research institutions and universities to

As can be seen from Fig. 1, the 2212 phase of

even more expanding its contribution in advancing

(Bi,Pb)-Sr-Ca-Cu-O superconductor with particle

materials science and technology. RIKEN and

size < 100 nm (Fig. 1a) and Tc ~ 70 K (Fig. 1b)
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Fig. 1 The superconducting (Bi,Pb) - 2212 nanoparticles : (a) TEM image, (b) M-T curves with zero field
(ZFC) and field (FC) cooling, and (c) M-H curve at 300 K, exhibiting a superparamagnetic behaviour.
shows superparamagnetism at 300 K (Fig. 1c),

Laboratory Events

instead of paramagnetic property as usually

During the last three years the laboratory has

exhibited by bulk samples (grain size in µm). For

given contribution and taken part in activities

the unusual phenomenon a hypothesis has been

of Department of Physics, such as organizing

proposed that the effect may possibly come from

guest lectures by foreign scientists (Singapore,

the magnetic moment created by oxygen deficiency

Malaysia, Japan and Australia) as well as those

on the surface of nanoparticles [C.N.R. Rao and co-

from the domest ic research inst itutes and

workers, Sol. State Commun. 142, 685 (2007)]. It

universities; scientific meetings (ITS - RIKEN

should be much interesting if we could study this

Workshop on Functional Magnetic Materials in

phenomenon relating the issue (ii) by probing it

2009; and International Symposium on Advanced

with the µSR experiments. The same attempt would

Materials and Applications / ISAMA 2010);

also be beneficial to explore the mechanism of

upgrading physics teachers of high schools; and

particles formation in nanometer scale with respect

public services in solving special problems and

to issue (i).

giving consultative and technical suggestions on
appropriate technology for people and societies
especially at remote areas.

Laboratory’s members
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Installing plastic
digester and reservoir
unit for producing
biogas from livestock
waste in Ngawi, East
Java

I n t e r n a t i o n a l Sym p o s i u m o n A d v a n c e d
Materials and Applications (ISAMA) 2010,
Surabaya, 6 October 2010

Introducing solar cells to primary school pupils
at early stage
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深澤英人

などにある加速器施設を利用したミュオンスピン緩

准教授

和法（µSR）があります。これらの実験に関しては、

電子物性研究室

千葉大学大学院基盤理学専攻

理化学研究所の渡邊功雄博士、石井康之博士、大石

物理学コース

一城博士らとの共同研究で行なっています。
鉄系超伝導体
鉄系超伝導体は、LaFeAsO1-xFx において超伝導
転移温度 Tc = 26 K の超伝導が報告されてから [1]、

はじめに
千葉大学大学院理学研究科は千葉県内に３つある

多くの関連物質が発見・報告され、現在に至る超伝

キャンパスのうち西千葉キャンパス（千葉市稲毛区

導群です [2]。Fe の d 軌道が電子物性を担っており、

弥生町）にあります。このキャンパスには千葉大学

d 軌道のすべての軌道がフェルミ準位に顔を出して

の半分以上の研究科が集結しています。その名の通

います。そのため、多くのフェルミ面が存在し、高

り JR 西千葉駅を最寄駅としています。総合大学と

い Tc の起源、超伝導発現機構等について、注目さ

いうこともあり、共同で利用できる（例えば極低温

れています。特に超伝導発現機構については、スピ

施設などの）施設については広く研究科間で協力し

ンゆらぎによるフェルミ面間で符号が反転する s+-

運営しています。

波超伝導と [3]、不純物効果を矛盾なく説明できる
軌道ゆらぎによるフェルミ面間で符号が反転しない
s++ 波超伝導の可能性が示唆されており [4]、現在も

研究室

我々の研究室は現在、博士課程の学生が 2 名、 論争が続いています。
修士課程の学生が 7 名、学部 4 年生が 6 名で構成

数ある鉄系超伝導体の中でも Ba1-xKxFe2As2 は、

されています。指導教官は小堀教授、大濱准教授、 LaFeAsO1-xFx とは異なる結晶構造を有し、高い超伝
深澤准教授の 3 名です。研究の背景にある実験方

導転移温度 Tc を示す鉄系超伝導体として報告され

法や理論などから、大学近辺の美味しい定食屋・居

ました [5]。構成元素の特徴から単結晶育成が可能

酒屋（！？）まで幅広く学んでもらうことをモット

です。アルカリ土類である Ba をアルカリである K

ーにしています。中でも、小堀教授は、お酒とスポ

に置換することでホールドーピングを行ない、超

ーツ観戦が大好きで、ビール片手に千葉ロッテマリ

伝導を実現しています。母物質である BaFe2As2 は、

ーンズの応援をするのを楽しみにしています。週に

Fe を Co に置換する電子ドープ、圧力を印加するこ

一度、院生のゼミと４年生のゼミ、そして隔週で論

とによる物理的圧力、As を P に置換する化学的圧

文紹介を行なっています。毎年 5 月の連休明けには、 力によっても超伝導が誘起されるとても豊富な相図
他の研究室と合同でゼミ合宿を行なっています。

を有する物質です。我々の研究室では、この中でも
不純物効果が比較的少ない Ba1-xKxFe2As2 に特に注
目し、NMR/NQR と圧力を用いて研究を行なってい

研究内容
本稿では、小堀・深澤グループの研究テーマを中

ます。

心に研究内容紹介をさせてもらいます。我々のグル
ープで行なっている主な物性測定の手段は、大学

Ba1-xKxFe2As2 の NMR/NQR を用いた研究

内の実験装置で出来るものとしては核磁気共鳴法

Ba1-xKxFe2As2 は、広いドーピング領域（0.1< x ≦

（NMR）・核四重極共鳴法（NQR）や SQUID を用い

1）で超伝導を示します。銅酸化物高温超伝導があ

た磁化測定があります。これに加えて、近年は高圧

る一定のドーピング域で超伝導が消失するのとは対

技術を用いた NMR/NQR 実験を行なうために研究

照的です。我々は、このドーピングに依存しない超

室を整備しています。試料については、産業技術総

伝導の起源を NMR/NQR を用いて主にスピンゆら

合研究所の永崎洋博士のグループから提供を受け、 ぎの観点から研究を行なっています。現在までに、
圧力技術については産業技術総合研究所の竹下直博

母物質で見られる構造相転移を伴う反強磁性相が超

士との共同研究で行なっています。

伝導相とは相分離しているものの、同時に超伝導が

学外で行なう実験手段として、イギリスやカナダ
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うことが明らかになりました [6]。また、Tc の高い
x = 0.4 付近ではマルチギャップかつフルギャップ
の超伝導が実現していることが様々な実験から明ら
かにされていますが（s+- 波か s++ 波かについての議
論はここでは割愛させていただきます）、ホールが
過剰に導入された x = 1 では、超伝導ギャップにラ
インノードが存在する可能性が高いことを NQR と
比熱を駆使して明らかにしました [7]。
Ba1-xKxFe2As2 の圧力を用いた研究
BaFe2As2 は圧力によっても超伝導を誘起するこ
とができます。これは、BaFe2As2 が補償金属であ
ることと BaFe2As2 の示す反強磁性が構造相転移で

図 2：高圧実験の様子（圧力を印加している様

あるため、この構造相転移を抑えれば反強磁性秩序

子）

が消失し、超伝導が実現するためです。キャリアド
ーピングが本質的に重要である銅酸化物高温超伝導
とは本質的に異なる点であると考えています。また、

鉄系超伝導体の µSR を用いた研究
鉄系超伝導体に関して µSR を用いた研究は、鉄

この圧力誘起超伝導は圧力の静水圧性にも敏感であ

系超伝導発見のあとすぐに様々な研究グループから

ることがわかってきました。我々は、異なる圧力装

あっという間に報告が行なわれました。我々のグル

置（キュービックアンビル装置と改良型ブリッジマ

ープが µSR を用いて、鉄系超伝導体の研究を理化

ンアンビルセル）を用いて、圧力装置によって超伝

学研究所・渡邊グループと共同研究を始める段階で

導が誘起され始める圧力が明確に異なることを示し

は、話題性の高いテーマはなかったと言っても過言

ました [8]。現在は、Ba1-xKxFe2As2 の x が小さい領

ではありません。しかし、我々の強みとして、産業

域でも同様の傾向が見られるかについて圧力装置と

技術総合研究所・永崎・伊豫グループとの共同研究

圧力媒体の違いから明らかにするために実験を行な

により鉄系超伝導体で問題となる鉄不純物を可能な

っています。

限り減らした試料を準備できることがありました。
その中から、鉄系超伝導体 LaFeAsO1-xFx のオーバ
ードープ域を研究対象に選びました。この試料にお
いては NMR のスピン・格子緩和率の温度依存等に
ギャップ的な温度依存が観測されていました。我々
は、これが少なくともミュオンの時間窓の範囲で
は、スピンゆらぎに起因するものではないことを示
しました [9]。高温超伝導体においては、擬ギャッ
プ的な温度依存が観測されるドープ領域でも明確な
スピン由来のミュオン緩和が観測されることと対照
的です。このことは英国 Rutherford Appleton 研究
所（RAL）の高統計のビームライン（RIKEN-RAL）
を利用することで初めて明らかにできたものです。
現在、NQR によりラインノードの存在がほぼ明
らかになった KFe2As2 について RIKEN-RAL とカナ
ダの TRIUMF ミュオン施設において磁場侵入長の
磁場方向依存性を測定し、ノードの方向を決定する

図 1：NMR 測定（左）と圧力下電気抵抗測定（右）

ための実験を遂行中です。今後は、RAL、TRIUMF

の様子

だけでなく、日本国内で本格的に始動した J-PARC
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のミュオンビームラインでの実験も視野に入れ、研

[5] M. Rotter et al.: Phys. Rev. Lett. 101 (2008)

究を行ないたいと考えています。

107006.
[6] H. Fukazawa et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 78 (2009)
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後藤貴行

いうことになりました。それまでバルクの金属試料

教授

は電磁波を吸収して共振回路の Q 値を下げるため、

後藤研究室

上智大学理工学部・

NMR の測定は行えないと言われていましたが、超

物理領域（低温電子物性） 伝導マグネットの普及で強磁場 NMR 実験が容易に
できるようになったのと、スペクトロメータの感度
の向上で、ドープされた単結晶でも何とか信号が見
えるようになりました。
ところが、単結晶で測定すると、一サイトしか
１．はじめに

存在しないはずの Cu の信号が分裂して見えるので

最近、理研ミュオングループのご支援を受けなが

す。当時、すでに、La 系高温超伝導体では、元素

ら教育・研究を行っているご縁で、研究室紹介の執

置換ドーピングによってローカルな電子状態が異な

筆を依頼されました。上智大学に着任し、NMR と

る Cu サイト ( いわゆる A, B サイト ) が存在するこ

µSR による低温物性実験の研究室を立ち上げてから

とは知られていましたが、それらのサイトがそれぞ

十数余年の間の自分の歩みを鳥瞰する良い機会です

れ更に二本に分裂してしまうのです。しばらくは理

ので、私とミュオンとの出会いや、私大で研究を行

由が全く分からず、数年間途方に暮れていましたが、

う苦労と楽しみなどを中心にまとめてみました。

ともかく電場勾配テンソル ( 核位置での結晶場 ) だ
けでも決定しようと、超伝導マグネットのボアに入

２．ミューエスアール以前－単結晶を廻す

る回転機構を製作しました。非常に小さな、直径 4

µSR という実験手法を初めて聞いたのは大学院生

ミリほどのウォームギヤを畑歯車と言う町工場に特

のときで、同じ研究室にポリアセチレンのソリトン

注し、マウント部分をセラミック ( マセライト ) の

を µSR で調べている人がいたことからです。当時、 精密加工をやってくれる三井鉱山マテリアル（現、
自分がやっていた NMR の測定データはノイズだら

有明マテアリアル）に依頼し、全体の組み立ては学

けで、見えたピークが本物かどうか、いつも悩まさ

生と一緒に銀ロウづけをしたりして何とか動くよう

れるような S/N 比で実験していました。ですから、 になりました。
イベントカウントのコインシデンスをがっちり取っ

そうやって、単結晶を全方位に回転させてスペク

ていて、統計誤差以外の実験誤差がほぼゼロという

トルを測定して見ると、ピークの分裂幅が顕著な温

µSR はまるで夢のような存在でした。特に縦緩和時

度変化を示し、高温で一本になることがわかりまし

間 T1 に複数の緩和成分がある場合などは、今では

た。正方晶 I4/mmm から斜方晶 Bmba への構造相

NMR でも位相反転と積算の手法によって、ある程

転移による CuO2 面の バクリング（Backling・周期

度、有意な解析が行えるようになりましたが、二十

的な波打ち構造）を見ていたと言うわけなのです。

年前には、それはそれは大変にむつかしいことで、 これにはかなり興奮して、温度と磁場依存性を詳し
当時、若い助手であられた K 先生には「土台、有

く調べ、それまでは、ありそうだありそうだと言わ

限時間内の緩和曲線をラプラス変換することは不可

れながら、その存在が否定されていた La2-xSrxCuO4

能なんだよ」と言われた記憶があります。その点、 における低温正方晶 (P42/ncm) への相転移が強磁
µSR の緩和曲線はエラーバーがしっかりしているの

場中で存在することを見出しました。この研究は科

でそういうマルチ・エキスポネンシャルの解析がい

研費も通り、さらに、最近、室温付近の高温での

とも容易く出来るのだと周りの人から教えられ、そ

I4/mmm 相においても CuO2 が局所的にバクリング

ういう夢のような実験を一度やってみたいと心の底

しているようすが見えるなど少しずつですが進展を

で思うようになりました。

続けています [1]。

上智大に赴任してからしばらくは、高温超伝導体
の NMR を中心に研究を行っていました。当時、ス

３．ミューエスアールとの出会い─ミュオンを廻す

トライプ秩序を示すランタン系で、良質の単結晶が

私の研究室で助手をしていた鈴木さんが理研へ転

東北大学の小池研究室から供給していただけるよう

出し、パワフルに µSR を始めたのが縁で、何とか

になり、これを使って精密な測定をやってみようと

一緒に実験をさせて貰えることになりました。ちょ

30

「めそん」No.33, 2011 年

春

特集

我らが研究室へようこそ（世界編その１）

うどその頃、二つのスピンギャップ系を固溶させた

エゾンの鈴木さんを始めとする、RAL の多くの方々

系で反強磁性が出現すると言う、鹿児島大の真中浩

のサポートの支えがあったことによることは言うま

貴さんの結果が注目をあびていましたので、それを

でもなく、ずいぶんとご迷惑をかけてしまったと思

µSR で確かめてやろうと言うことになり、研究室の

っております。そういうおかげで、「四年生でもイ

壁際にデシケーターを沢山並べて蒸発法で単結晶試

ギリスやスイスに行って実験できる」とキャッチフ

料を作製し、大学院生と一緒に RAL へ持ち込みま

レーズを掲げて卒研生と院生を集めることが出来ま

した。

した。かなり誇大広告をしたおかげで、この数年は、

鈴木さんにはわざわざヒースローまで出迎えて貰
い「本当は VIP で無いと出迎えなどしないのだけ

実験を続けられるだけの大学院生の人数が揃ってく
れました。

れど、後藤さんは極度の方向音痴でどこへ行ってし
まうかわからないから仕方が無い」と言われまし
た。最近は GPS を持ち歩いているので、どこへ行
っても大丈夫になりましたが、最初のうちは夜中に
RAL の敷地内を徘徊してしまい現地スタッフに心
配されることもしばしばでした。
実験は、無事にミュオン回転が観測でき、RAL
のクライオスタットの温度コントローラの高性能さ
を活かして、ネール温度近傍で臨界指数を求めるこ
とが出来ました。結果は、S=1/2 の系でありながら、
Ising 的な値となり、これは強磁性的 S=1 dimer 形
成のためだろうということになりました。その後、
NMR の T1 からも同様な結果が得られ、一時はとて
も喜んでいたのですが、理論の O 先生と相談する
と、臨界点に近づくに従って系のユニバーサリティ

【写真１】フランシス・プラット先生の指導の
もと、試料セット。

クラスがクロスオーバーするはずなので、fitting の
温度範囲を TN 近傍に絞って行くと、ハイゼンベル

学生の教育も私大に課せられた重要な使命ですが、

グからイジングに変化するようすが見えるはず、と

私にとって、教育と言うのはおこがましい話で、

の助言をいただきました。しかしながら、実験結果
は逆で、臨界温度から少しずれた温度域の方がイジ

勉強 ▶ 装置・試料 ▶ 測定 ▶解析 ▶発表

ング的になってしまっていたのです。というわけで、
臨界指数の議論の難しさを思い知らされたのでした

という一連の流れの中で一緒に学ぶ、という協育が

が、一方、どうしてイジング的に見えるのかは未だ

出来ればそれでよいのではないか、と思っています。

にオープンクエスチョンであり、『解くべき問題が

最近の後藤研の年度スケジュールは、大体次のよう

手元に残った』ことは逆説的ながら、幸福であるの

になっています。

かも知れません [2,3,4]。
ミュオンの実験に学生を毎回連れて行くのは、旅

・新四年生プレゼミ

費の工面はそれはもう大変です。KEK の基金に助 （春休み中に MIT の NMR 学生実験テキスト輪講）
けていただいたり、あるいは、学生を電子教材作製

・通常ゼミ（四年生二コマ、院生一コマ）

の学内アルバイト基金（と言っても私が作製したパ

・雑誌会（英語の論文を読んでプレゼン。四年生と

ワーポイントの体裁をちょこっと直すだけ）に応募

院生で各自、一回ずつ程度）

させたりしました。若者の順応性と言うものは大し

・実験（上智大 6/12T、東北大金研 20T/30T、そ

た物で、物理の中身はともかく、実験自体にはあっ

して µSR は RAL へ）

と言う間に慣れてくれ、一人で RAL へ送り出すこ

・研究室飲み会（たこ焼き＆鉄板焼き、そして、

とがしばしばありました（写真１）。もちろん、リ

RAL 名物ビンダールーカレーの複製）
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・中間発表（ゼミ形式で実験の途中経過をプレゼン） うことを思いつきました。
・学会発表（この二、三年は学生全員に発表させる

RAL の大強度ビームの特性を活かして、全温度

ことが出来ています。物理学会には大変お世話にな

で縦磁場デカップリングの測定を行い、Redfield の

っているというか、ご迷惑をかけているかも知れま

式に入れてゆらぎ周波数を決めようとしました。し

せん、、、）

かし、学生が持ち帰ってきた測定結果を見ると、最
低温以外はレッドフィールドの式 ( ローレンツ関数

「ゼミ合宿やスポーツ大会は無いの？」と、良く

) に全く乗らず、この大量のデータを一体どうしよ

聞かれるのですが、RAL や金研に頻繁に行くので

うか、ごみになってしまうのかと、一瞬、途方に暮

それが合宿の代わりになっています。後藤研で「金

れてしまいました。しかし、ふとその時思ったのは、

研に行く」と云う単語は、ほぼ「飲みに行く」と等

上で述べたように、µSR はエラーバーがしっかりし

価であり、夜間は超伝導マグネットや測定（スペク

ているはずだから、データがランダムにバタバタす

トル、T1、試料回転）を含めて全て自動運転に切り

ることは無いはずだという、昔、自分が学生の頃に

換えて、とことん、飲み会モードに突入しています。 刷り込まれた記憶です。
ちなみに RAL に行くという単語についても、飲み

つまり、特定の関数にフィット出来るかどうかよ

に行く、とほぼ等価なのですが、こちらは「お前は

りも、見た目の温度変化をしっかり見てみることに

後期課程に進学しろ」という強いプレッシャーが付

しました。緩和率の縦磁場依存性はスピンゆらぎの

いて来るので、学生さんの受け止め方も複雑なよう

周波数スペクトルを与えるとして、測定温度順に並

です。

べてみると、驚くべきことに、温度低下とともに、

私の信条として、飲み会では物理の話はしないよ

フラットなスペクトルから、低周波数側に集積して

うに（というか飲み過ぎて出来なくなる）していて、 行く様子がはっきりと見て取れました。このプロッ
出来るだけしらふのときに、わかりやすい話をする

トを思い付いたときは、本当に嬉しかったのをはっ

ように心がけているつもりです。最近はとことんわ

きりと覚えています。論文を書いた際、レフェリー

かりやすい話をしないと学生が付いて来ませんの

にも「他の箇所は英語を含めて問題は相当あるが、

で、、。これまで、これは受けた、と自負している話は、 ゆらぎ減速の部分はとても良く、論文の中心となる
物理数学で習ったδ関数を思い出させ、核もデルタ

トピックである」と言われ、大いに喜びました [6]。

関数なので NMR の T1 は全ての波数をプローブ出

さらにこの話には続きがあって、同じ実験を NMR

来る、だとか、同じ深さの水たまりが並んでいる場

で行うと、核とミュオンの磁気回転比の違いから、

合は水は穴から出ることはない（モット絶縁体）の

異なる周波数でのデータが得られます。それを重ね

だけれど、深さにバラつきがあると、浅い穴から隣

ると見事につながり、絶対零度へ向かって減速する

の穴へちょっとだけ流れる（ギャップレス）ことが

ようすが手に取るようにわかりました。先ほど登場

あり、それがボースグラスなのだ、とか、、、。こう

した理論の O 先生には、「臨界温度が０だと、分母

いう話をもっと出来るようになりたいのですが、自

がゼロになって普通のスケーリングが成り立たない

分の理解がまだまだ足りず、ネタを増やせません。

から、単純なベキでないような温度変化をするかも
知れないよ」との貴重な助言をいただき、さらにそ

４．NMR とミューエスアールは天敵同士
昔から NMR と µSR はある意味でお互いに天敵と
言っても良いくらいで、「新しい結果」の奪い合い

れをベースにして書いたところ再び小さな科研費を
手にすることができました。つくづく理論家は大切
にするものだと痛感した次第です。[6,7]

を繰り広げて来ました。しかし、プローブ出来る周
波数帯が異なるので、両者を組合わせれば、すさま

５．ハイブリッドマグネットでの強磁場 NMR

じく広い範囲でスペクトロスコピーを行えるはずで

µSR と並んで後藤研の目玉であると私が思ってい

す。リエゾンの鈴木さんと進めていた研究で、異な

るのが「強磁場 NMR」です。これまで東北大学金

る二つのギャップ系の固溶体を作ると、低温で磁気

属材料研究所の強磁場超伝導材料研究センターに設

転移までは行かないものの、ゆらぎの減速が起こり

置してある 30T ハイブリッドマグネットを使って、

ます。これを µSR と NMR の両方で見てやろうと言

いくつかの磁場誘起磁気転移の探索にチャレンジし
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て来ました。その中で思い出に残っているのが、東

それらの肝一つ一つを丁寧に、学生と一緒にやっ

工大の田中研究室との共同研究で始めた、二段磁化

つけて行かないと、短いマシンタイム（ハイブリッ

プラトーを示す量子スピン磁性体 NH4CuCl3 です。 ドマグネットのマシンタイムは一回に１～２日で昼
この系は磁場誘起された三重項サイト ( トリプレッ

間だけの運転です）の間に信号にお目にかかれなく

ト、マグノン ) が低温で局在し、独特の空間配置パ

なってしまいます。そういう雰囲気が RAL にとて

ターンを形成します。このパターンを決定するため

も良く似ています。ハイブリッドマグネットで実験

に磁化プラトー上の強磁場中で NMR スペクトルを

をする度に理研のリエゾンの皆様の苦労がちょっと

測定しました。[8]

だけわかるような気がします。ちょっとだけ、と書

金研のハイブリッドマグネットでの実験は、や
はり普通の NMR とは大分勝手が違います。励磁中

いたのは、ハイブリッドマグネットの励磁時間は昼
間だけだからです。

は一切立ち入りが出来ないマグネット室の NMR プ

私が東北大に居た頃（十数年前）はクライオスタ

ローブのチューニングを超音波モーターでリモート

ットを持ち上げるためのクレーン操作もユーザーに

制御したり、300MHz 以上の高周波を、数十メー

許可していたのですが、最近は安全管理が非常に厳

トル先のプローブと損失なくやり取りするために

しく、玉掛けとクレーン免許を持たない者には一切

12D-FB という超低損失の極太同軸ケーブルを数十

触らせません。一昔前は低温物性実験と言えば、高

メートルにわたって敷設したり、さらに、ハイブリ

圧ガスの免許を取ることが実験責任者の一種のステ

ッドマグネットからの漏れ磁場によってプリアンプ

ータスでしたが、最近は冷凍機が普及したことで、

のフェライトコアが磁化飽和してしまうことに注意

あまり必要なくなり、逆に大型施設での実験を自由

をはらったり、などなど、小さな研究室の中で行う

自在に行うために、玉掛けとクレーンの免許を持っ

通常の物性実験とは、趣を異にします。（写真２）

ていることが時代の先取りなのでは？と思うように
なりました。残念ながら私は未だどちらも持ってい
ません、、。
６．最近の動向
最近は、以前から有機超伝導体の NMR と µSR で
共同研究を行っていた東北大学との共同研究で有機
金属錯体の研究 [9] を進めており、つまり、RIKENRAL と東北大におんぶしながら何とか研究を続け
させていただいているという状況です。こんな記事
を書いていると、もうすぐ定年なのかと錯覚してし
まいそうになりますが、残念ながら、もう十五年も
あります。学生を路頭に迷わせないように精進して
行きたいと思います。（写真３）
最後に、昨今の私大の環境を述べて終わりにした
いと思います。三年前、本学でも理工学部の改組が
行われ、機械、電気、物理の三学科が合併して新し
い学科になりました。早い内から物理に興味を持っ
てくれて、物理系の研究室へ多くの学生を誘導でき
るように出来るだけ面白い話が出来るように心掛
けたいと思っています。そう言う点においても µSR

【写真２】30T ハイブリッドマグネットに設置

の話は話題がリッチで助けられます。たとえば、解

した NMR プローブ。プリアンプは漏洩磁場を

析力学の講義で時間と空間の対称性から、エネルギ

避けるため、マグネットから三メートルほど離

ーや運動量の保存則を導いたあとで、パリティの話

れたところに設置。

をします。我々の宇宙が空間反転に対して非対称で
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あったおかげで、パイオンが崩壊して出てきたミュ

[3] T. Saito et al. J. Phys. Soc. Jpn.

オンはその進行方向に逆向きに「勝手に」スピン偏

76(2007)084708.

極している、そして、そのおかげで µSR の実験が

[4] K. Kanada et al. J. Phys. Soc. Jpn. 76 (2007)

出来て、超伝導や磁性体の内部が見える、とか言う

064706.

話を解析力学の余談として話しています。さて首尾

[5] T. Adachi et al. J. Phys. Soc. Jpn. 76 (2007)

はどうでしょうか、数年後にご期待下さい。

083701.
[6] T. Goto et al. Phys. Rev. B78 (2008) 054422.
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【写真３】研究室の学生さん全員と寿司屋さんへ（2010 年度は、B4 五人、M1 四人、M2 三人）。
これだけいらっしゃるとテーマを考えるのが大変。
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廣井政彦

連する物質においてハーフメタルを見つけようと努

教授

めています。

固体物理講座

その一例として、最近の Ru2-xFexCrSi の研究があ

鹿児島大学大学院
理工学研究科

ります。ホイスラー化合物でのハーフメタル性の

物理宇宙専攻

実現が困難である原因として考えられていること
に、原子配列の乱れによるスピン分極率の劣化があ
ります。従って、多少の乱れではスピン分極率が劣
化しない物質があれば、有用であると考えられま
す。そのような物質の候補としてホイスラー化合物

1.

Ru2-xFexCrSi が理論計算により提案されました [2]。

はじめに
私たちの研究室は、鹿児島大学理工学研究科物理・

私 た ち は、 そ の 理 論 的 提 案 を 受 け、 実 際 に Ru2-x

宇宙専攻（理学部物理科学科）に属しています。そ

FexCrSi を作製し、その性質を調べたところ、Fe が

こでは、物理コースと宇宙コースがあり、教員学生

多い試料では強磁性金属で、その飽和磁化が理論的

ともおおよそ半数に分かれています。私たちは、物

予測に近い値であることがわかり、ハーフメタルの

理コースの固体物理講座に属しています。

候補といえることが分かりました [3, 4]。

2.

2.2 ホイスラー化合物 Ru2-xFexCrSi でのスピングラ

研究内容紹介
私たちは、低温物理の研究グループで、教員は 3

ス

名（伊藤昌和、重田出）です。現在は、ハーフメタ

ホイスラー化合物はもともと強磁性元素を含まな

ルなど新規な性質をもった物質の探索・創製を目指

い強磁性体として知られたものですが、適度な複

しています。ホイスラー化合物、スピネル化合物な

雑さがあり強磁性以外にも多様な物性を示します。

どの試料を作製して、比熱やトンネル分光装置など

Ru2-xFexCrSi においても Ru2CrSi では反強磁性を示

の測定装置を製作し、実験を行っています。

します。Fe が多い場合の強磁性との中間で何が起
こるかは興味深いと思われます。

2.1

ホイスラー化合物でのハーフメタル探索

本学科では以前よりホイスラー化合物の研究が

Ru1.9Fe0.1CrSi では、磁化率に反強磁性を示唆す
るピークが TN* ~30K に観測されます。さらにそれ

実験・理論両面より行われていました。その中で、 より低温で ZFC（零磁場冷却）と FC（磁場中冷却）
石田尚治名誉教授・藤井伸平教授らのグループの

での磁化に差が現れ、その差が急激に増大する（増

第一原理バンド計算によって、ホイスラー化合物

大開始温度 Tg）という、特徴的な振る舞いが現れ

Co2MnZ (Z = Si, Ge) がハーフメタルであるとの予測

ます。一方、比熱にはどの温度にも異常が観測され

がなされました [1]。ハーフメタルとは、フェルミ

ないことから [5]、この試料では、反強磁性のよう

エネルギーで一方のスピンの電子しかなく、もう一

な長距離秩序はなく、強磁性・反強磁性相互作用の

方のスピンの電子にはバンドギャップが存在するよ

競合によるスピングラス状態になっていると考えら

うな物質、すなわち、スピン分極率が 100%の強磁

れます。また、この TN* と Tg の磁場依存性が理論

性体で、近年スピントロニクスでの応用が期待され

的に提案されている逐次スピングラス転移と似てい

ています。たとえば、ハーフメタルを用いると性能

ることから、この２つの異常は、逐次的なスピング

のよい MRAM（磁気抵抗メモリ）ができます。ホ

ラス転移を示しているのではないかと考えました

イスラー化合物でのハーフメタルはなかなか実現さ

[6]。

れなかったのですが、最近になって Co2MnSi が使
われたトンネル磁気抵抗測定において、ハーフメタ

2.3 µSR による Ru1.9Fe0.1CrSi の研究

ル性を示す大きなトンネル磁気抵抗が観測されるな

上記のように Ru1.9Fe0.1CrSi では、磁性の競合に

ど、現実のものになっています。私たちは、これま

より特異なスピングラス状態が出現していると考え

での蓄積を受け継ぎ発展させるべく、現在、理論グ

られましたが、ミクロな測定による検証はされてい

ループとも協力して、ホイスラー化合物やそれに関

ませんでした。また、これまで逐次スピングラス転
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移という現象がミクロな測定により確かめられたこ

はトンネル分光の測定システムを用いて、コンダク

とはないと思われます。そこで、Ru1.9Fe0.1CrSi の磁

タンスの測定をしている様子です。この方法により、

化測定で明らかになった異常が、何であるのかを調

Fe が多い Ru2-xFexCrSi のスピン分極率は 50%強と

べるために、英国ラザフォード＝アップルトン研究

見積もられました [7]。この値は高スピン分極率と

所の RIKEN-RAL ミュオン施設において、ZF-µSR、 は言えませんが、他のハーフメタルとされるホイス
LF-µSR の実験を行いました。その結果、Tg におい

ラー化合物のスピン分極率を同様の方法で評価した

てスピン凍結が起きていることが明らかになりまし

場合も、同程度の値が報告されていることから、こ

た。一方、TN* においては相転移といえる変化は見

の結果が意味することを明らかにするのが今後の課

出されませんでしたが、その近辺でスピン揺らぎが

題と思われます。

遅くなっていくことが分かりました。これについて
は、今後詳しく調べる予定です。

3.

研究室での活動
現在、私たちの研究室には修士課程 4 名、学部 5

2.4

アンドレーエフ反射を用いたスピン分極率の

決定
ハーフメタルであることを証明するためにはスピ

名の学生がいます。研究室内での実験だけでなく、
修士課程の学生は、東大物性研の共同利用などへも
行きます。全国規模の学会に学生が出かけて発表す

ン分極率を測定する必要がありますが、低温の実験

ることは難しいのですが、物理学会九州支部会には、

室で行える方法としてアンドレーエフ反射を利用し

修士課程の学生はほぼ毎年発表しています。また、

た方法があります。常伝導金属 / 超伝導界面で、常

4 年生の卒業研究は学科でのポスター発表会があり

伝導から超伝導に電子が入射する場合、常伝導電子

ます。こういったことを目標に日々研究に取り組ん

のエネルギーが超伝導ギャップより小さい場合はそ

でいます。また、最近理学部にヘリウム液化装置が

のままでは入射できないので、クーパー対を形成す

配備され（図 2）、今後さらに低温物理の研究が進

る必要があり、その時ホールが常伝導金属へ反射さ

展していくと思っています。

れます。これをアンドレーエフ反射といいます。そ
の結果、界面でのコンダクタンスは、常伝導接合の
場合の 2 倍になります。一方、ハーフメタル / 超
伝導界面の場合、ハーフメタルの↑スピン電子が入
射しクーパー対を形成しようとしても、↓スピン電
子の状態がないため、反射されるホールの居場所は
ありません。このため、アンドレーエフ反射が起き
ずコンダクタンスは０になります。このことを利用
してスピン分極率を決定することができます。図 1
図２

ヘリウム液化装置。

参考文献
[1] S. Ishida et al., J. Phys. Soc. Jpn. 64 (1995)
2152.
[2] S. Mizutani et al., Mater. Trans. 47 (2006) 25.
[3] K. Matsuda et al., J. Phys.: Condens. Matter 17
(2005) 5889.
[4] M. Hiroi et al., Phys. Rev. B 76 (2007) 132401.
[5] M. Ito et al., Phys. Rev. B 82 (2010) 024406.
図１：アンドレーエフ反射法によるスピン分極

[6] M. Hiroi et al., Phys. Rev. B 79 (2009) 224423.

率測定の様子。

[7] I. Shigeta et al., Physica C 470 (2010) S806.
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Upali Jayasooria Dr.

spectroscopy using IR, Raman and Inelastic

School of Chemistry

Neutron Scattering (Dr Jayasooriya), theoretical

University of East Anglia

chemistry (Drs Organesyan and Grinter),

UK

electrochemistry (Dr Wildgoose and Prof Butt),
NMR (Dr Clayden), synthet ic metho ds (Drs
Cammidge, Gopee and Wright) and soft-matter (Dr
Steytler). The following are some of the research
topics that are being currently investigated using

University of East Anglia (UEA) is one of the top

Muon Spectroscopies, together with the names of

rated research universities in UK. For example

the postgraduate students who are involved in the

an interesting summary of ten reasons why one

project.

would want to come to UEA is given in its internet
site, https://www.uea.ac.uk/about/UEA10 .

The

School of Chemistry, CHE, within UEA, http://www.

Small molecule transfer rates through surfactant
layers. (Jamie Peck)

uea.ac.uk/che, has a number of groups researching
topics as diverse as synthetic chemistry to ultrafast

Quantitative measurement of antioxidant capacity.

laser spectroscopy. The Meson Research is carried

(Suzy Jones & Jamie Peck)

out by a relatively small group of researchers
within the school of chemistry, and the current

Vibrations of a muoniated centre in a molecule.

members are seen in the following photograph.

(Lee Iverson)

Our main interests are the application of muons to
solve problems that are not solvable by other more

Muon spectroscopy of hydrogenase mimics. (Jamie

conventional techniques.

Peck)

The other research interests of the members

Because of the inherent uncertainties and

of these collaborat ions involve vibrat ional

limitations in obtaining beam time for muon work,

From left to right: Dr Hemant Gopee, Dr Vasily Oganesyan, Dr Upali Jayasooriya, Dr Greg
Wildgoose, Dr Nigel Clayden, Dr Martin Loftus, Miss Suzy Jones and Mr Jamie Peck.
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the muon work of these students tend to be a
part of a wider programme of research on these
topics using other spectroscopic techniques and
theoretical methods.
Some members of our research group also have
an unconventional sense of humour. For example,
the photograph to the right (upper) shows ‘three
not-so-wise men’ recognising the sculpture in
front of the library at the Paul Scherrer Institute in
Switzerland as the statue of “The Great Muonish”
the creator of all fundamental particles in the
Universe!
We have also created a ritual of introducing all
new comers to the research group to “The Great
Muonish” via a ceremony invented by David. The
photograph to the right (lower) shows such an
introduction of the younger member Jamie.

A photograph of Jamie and I doing an ALC
experiment at the Paul Scherrer Institute
measuring microemulsions.
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教授

福井大学大学院工学研究科
物理工学専攻 （菊池研究室）

１．はじめに
福井大学は、教育地域科学部、医学部、工学部の
３学部からなる地方の小さな国立大学である。工学
部は８学科、１０専攻（内、２独立専攻）からなっ

電磁シールドルーム内での NMR 実験風景 .

ており、本稿で以下に紹介する我々の研究グループ
が所属している物理工学専攻はその一つである。上
記のとおり、大学に理学部は存在しないが、物理工

て、どのような物質を対象とするか、およびその試

学専攻所属教員の専門分野をみると、物性物理や電

料の質は非常に重要であるため、ある程度の化学実

気化学、計算機物理学から素粒子物理、宇宙論まで

験ができる実験室と電気炉を数台保持している。今

にまでわたっており、物理工学専攻は小さな理学部

年度の卒業研究生（４年生）がブリッジマン炉を作

といった側面がある。

ってくれたので、限られた物質に限られるものの単

我々の研究グループは専攻内では「磁性グループ」 結晶作成も可能となった。
という名称で通っている。本格的な磁性研究は先々

もともとは私の研究テーマは ESR や NMR などの

代の目片先生のときにはじまり、先代の千葉先生は

磁気共鳴を用いた磁性研究であり、µSR 実験に関

NMR がご専門であった。私は約１０年前に福井大

わらせていただいたのも、博士課程学生のときに

学に移動して、数年前に千葉先生が退職された

目片先生や網代先生のおともで KEK にお邪魔した
の が 初 め で あ る。 そ の 後、KEK や TRIUMF、PSI、

あとを引き継がせていただいている。現在の実

RIKEN-RAL において、µSR 実験をする機会を与え

質的なスタッフは藤井准教授と私（菊池）である

ていただいているが、µSR に関する理解がほとんど

が、藤井さんの所属は学内別組織である遠赤外領域

進んでいないのがお恥ずかしい限りである。

開発研究センター（遠赤センター）であるため、専

今回、研究室紹介をする機会を与えていただいた

攻の純スタッフとしては私一人という非常にさみし

ので、以下に現在の研究テーマについて簡単にご紹

い状況にある。学生数は２０１０年度では卒業研究

介させていただく。

生（４年生）が３名、修士１年が４名（内留学生
１名）、修士２年が１名、博士後期課程はゼロであ

２．研究テーマ

る。多少の増減はあるにしてもほぼ毎年この程度の

２−１．量子スピン系の研究

学生数で推移している。２年前までは非常に古い研

物質の磁性の本質は電子が担うスピンであること

究棟にいたが、現在は新築の研究棟に移動した。現

を考えれば、
「量子スピン系」磁性体ということばは、

有の主装置として、SQUID 磁力計（最大磁場 7 T）、 屋上屋を重ねているようで変な気もするが、ベクト
PPMS(Quantum Design 交流磁化率、比熱測定可能

ルで表すことができる古典的な磁気モーメントを基

最大磁場 7T)、NMR 装置があげられる。NMR 装置は、 にした描像では理解できない、とくに量子性が強く
新研究棟に引っ越しする際にしつらえた電磁シール

現れた磁性体を表す用語として定着している。たと

ド室内に置く事ができ、外来電磁ノイズを減少する

えば、マグノンのボース - アインシュタイン凝縮、

ことができた（はず）。また、遠赤センターではベ

特定の磁場範囲において磁場を増加しても磁化が一

クトルネットワークアナライザを用いた電子スピン

定のままであるような磁化プラトー現象などがよく

共鳴を行う事も可能となっている。物性研究におい

研究されてきた。研究の詳細については成書をご覧
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いただくか、特定領域研究報告書をご覧いただくと

ているために、その性質をきちんと知るためには

して、ここでは我々の研究を一部紹介する。

動的な情報が重要である。そのために中性子回折、

量子スピン磁性体にさらにフラストレーション効

NMR や ESR などの磁気共鳴そして µSR といった時

果が存在すると量子効果とフラストレーション効果

間スケールの異なる実験を行う必要がある。磁気共

との相乗作用により、新規な状態が実現することが

鳴実験はその性質上、磁場を印加する必要があるの

期待される。そのような系のひとつとして、菱形が

で、そのためにフラストレート系の基底状態自体の

頂点を共有して一次元的に並んだようなダイヤモン

性質を変えてしまう可能性があるが、µSR は零磁場

ド鎖とよばれるスピンモデルがあり、理論的研究に

での情報を得ることが可能という大きな特徴がある

よって量子相転移や飽和磁化の 1/3 における磁化

ため、フラストレート磁性体研究において貴重な実

プラトー等が予想されていた。残念ながら現実物質

験手法といえる。これまで、µSR 測定を行ったフラ

がないため、実験的検証はなされていなかったが、 ストレート磁性体としては LiCrTiO4、ACrO2 (A=H,
我々は藍銅鉱（アズライト）という鉱物の結晶構造

Li), AgNiO2、Sr-Cr-Ga-O などがあるが、それぞれ興

がダイヤモンドスピンモデルに相似していることを

味深い結果が得られている。

見いだし、天然鉱物単結晶試料を用いて磁化測定を
行ったところ 1/3 プラトーを実験的に実証するこ

２−３. その他

とができた。藍銅鉱に対する µSR 実験も KEK にて

それ以外に、電子スピンによって核スピンが偏極

行わせていただき、約２K で磁気秩序することを示

する DNP( 動的核偏極 ) 効果を利用して、NMR 信

した。アズライトに対しては現在も実験的、理論的

号を何桁も増強することを目指した基礎的な実験も

研究がなされ、本来のダイヤモンド鎖以外の相互作

行っている。学内研究施設である遠赤センターでは

用の存在などが検討されており、より精緻な理解が

高出力テラヘルツ発信器であるジャイロトロン開発

進んでいる。天然鉱物を用いた実験というと「キワ

を行っており、将来的にはジャイロトロンを用いた

モノ」っぽいが、鉱物試料も案外まじめ（？）な実

DNP 実験をおこなうことを目標としている。これ

験に使えることがわかり、いろいろな鉱物の磁性を

らの研究は遠赤センターの藤井さんや光藤さんの仕

測っているのであるが、新しいデルタ鎖化合物の発

事であるのでこれ以上の記述は控えておく。

見など面白い結果がでつつある。「石」は結構面白
いです！

３．研究室行事など
研究室の雰囲気を伝えるために基本的な年間スケ

２−２. フラストレート磁性体の研究

ジュールを簡単に紹介したい。４月の新歓 ( 足羽川

フラストレートの概念は最近急速に広がり、誘電

という福井市を流れる川堤の桜並木での花見など )

体や超伝導、強相関電子系にも適用され、マルチフ

以外にも、気が向いたときに、一応親睦を目的とし

ェロイクスといった新しい現象が見いだされるなど

た飲み会を行っている。今年は少し趣向を変えて、

活発な研究がなされている（詳細は特定領域研究を

研究室で料理大会を行った。ちょっと変わったもの

みてください）が、我々の研究室では伝統的（？） を作ろうということで、タコス、たこ焼き、生春巻
な三角格子やカゴメ格子反強磁性体に代表される幾

き（ベトナムからきた留学生が指導してくれました）

何学的にスピンがフラストレートした磁性体をあつ

などをみんなで作って楽しい時間を過ごした。あと

かっている。フラストレート磁性体研究における大

はバーベキューをやったり、秋には遠赤外センター

きな目標のひとつが、スピン液体状態が基底状態で

の光藤さんが仙台から持ち込んだ芋煮会も年中行事

あるような現実物質を探索するということであっ

として定着している。今年は山にもなんどか日帰り

た。最近、いくつかの化合物でスピン液体が実現し

で登った。福井はてごろな海や山、スキー場が近く

ているという報告が出てきており、今後の研究動向

にあるのでその点では便利である。遊んでばかりい

が期待される。我々も ZnCu3(OH)6Cl2 というカゴメ

るわけではなく、毎週定期的なミーティングを開い

格子磁性体に対して中性子や NMR による研究を行

て研究の進捗状況を検討している。ただし、４〜６、

った。

７月は就活のため、卒業研究生や M ２学生の研究

フラストレート磁性体では、系が高度に縮退し
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１月末に卒業論文発表会、２月中旬に修士論文公聴
会があり、３月に追いコンを行って一年終了。
ときどき、マイブームならぬラボブームがおこり、
妙な事がはやる事がある。今年はコーヒーの焙煎が
一時はやり、学生居室にコーヒーの香りが立ちこめ
た事もあった。まあ、いろんなことをやってみれば
いいのではないかと思っています。
４．最後に
非常に簡単に我々の研究内容および研究室につい
て紹介した。量子スピン磁性体には量子ゆらぎがあ
り、フラストレート磁性体には基底状態の縮退が存
在する。その結果、両系ともに多様性を示す点が共
通しているともいえる。トルストイの小説「アンナ・
カレリーナ」の冒頭に「幸福な家庭は皆同じように
似ているが、不幸な家庭はそれぞれにその不幸のか
たちはさまざまである」という有名なフレーズがあ
る。これもフラストレーションやゆらぎといった「不
幸」により新しいさまざまなことがでてくるという
ことをいっているのだともいえる。われわれも、多
様性に起因した、これまでにない（「不幸」ではない）

白山にて（著者）

新しい現象が現れる事を期待して研究をしている。
昨今、人類が生き残るためには生物多様性が重要
であると聞く。多様性がなければ索漠とした生命の
ない世界が待っているようである。そのいわんとす
ることは一極集中の危険性であろう。経済面やその
他の面で恵まれているとはいいがたい地方大学にお
いて物性物理をやる意味というのも、そういった危
険性を回避するという意味があるのかもしれませ
ん、ちょっと強引ですが。
理研の渡邊さん初め、µSR 実験でこれまでお世話
になった皆様に感謝申し上げます。
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岡澤厚 助教

属転移の可能性を持っています。実際 Cs2[AuIBr2]

東京大学総合文化研究科

[AuIIIBr4] において、AuI － AuIII 間電荷移動遷移に対

広域科学専攻

応する光照射により混合原子価状態（AuI,III）から

相関基礎科学系

単一原子価状態（AuII）への光誘起相転移を見出し

小島研究室

ました。これは、光で絶縁体を金属に変換すること
を示しています。最近では、室温・０気圧において、
Cs2[AuIBr2][AuIIIBr4] の表面領域で光誘起原子価転移
が起こることが光電子分光法で見出されました。

１．はじめに
物質を研究する際、物質の構成元素の種類を多元
系に広げた物質群やｄ電子・π電子が共に重要な役
割を果たす有機・無機複合物質、光学的性質・磁
性・伝導性を組み合わせた多重機能性、低温・高圧
などの極端条件を組み合わせた多重極限という多次
元座標で物質を眺めると、そこには全く新しい物性・
機能性を秘めた未開拓の座標空間が広がっており、
我々の見ている日常の物質は常温・常圧という１点

図１

Cs2[AuIBr2][AuIIIBr4] の光誘起原子価転移

にすぎないことに気が付きます。
無機物質と有機物質の十字路に位置する遷移金属 【光・スピンの相乗効果：光誘起強磁性】
錯体は、遷移金属イオンの持つ多彩な光学遷移やス

強磁性物質である層状構造のコバルト水酸化物

ピン状態、配位子の持つ次元性の制御機能など無機・

(cobalt layered double hydroxides: Co-LDHs) は イ

有機物質の優れた特徴を併せ持っており、物質科学

オン交換反応により様々な有機分子を対アニオン

の多次元座標の中で最も活躍できる物質群と思われ

として層間に導入することができ、その磁性は、

ます。このような視点から、私たちの研究室では、 有機分子の交換により強磁性から反強磁性まで制
電子物性や構造の制御に有利な遷移金属元素と分子

御することができます。このことは、層間の有機

設計性に優れた有機分子を組み合わせた有機・無機

分子に光異性化反応を起こす分子を導入すること

複合錯体を開発し、光照射や高圧など様々な外場の

に よ り、 磁 性 の 光 制 御 の 可 能 性 を 示 唆 し て い ま

下で発現する複合物性・多重機能性の開拓研究を行

す。私たちはインターカレートした光異性化分子

ってきました．これに関連した最近の研究を紹介し

を光カップラーとして機能させ、光照射による二

ます。

次元強磁性体から三次元強磁性体への変換、光照
射による強磁性転移温度の増幅を試みるため、ア
ニオン交換反応でジアリールエテン (DAE) をコバ

２．研究内容の紹介

ルト水酸化物 Co2(OH)3(CH3COO)•H2O にインター

【光・電荷の相乗効果：光誘起原子価転移】
ペロブスカイト型構造を有するハロゲン架橋金混
I

III

カレートすることにより光応答性二次元強磁性体

合原子価錯体 Cs2[Au X2][Au X4](X=Cl,Br,I) は常圧で

Co4(OH)7(DAE)0.5•3H2O を開発し、磁性の光制御の

は分子性結晶の性格を持つ絶縁体ですが、これまで

研究を行いました。その結果、DAE が開環体の場

I,III

圧力下で Au

II

－ Au 原子価転移を起こし２種類の

合強磁性転移温度が 9 K であるのに対し、閉環体

金属相が出現すること、このうち立方晶金属相は準

では強磁性転移温度が 20 K に上昇していることを

安定相として常温常圧下で取り出すことなどを明

見出しました。層間分子である DAE が開環体の場

I

III

らかにしてきました。このことは、Au － Au 電荷

合 Co-LDHs の層間距離が 27.8Åであるのに対し、

移動相互作用に相当する光照射によって AuI,III 混合

DAE が閉環体の場合 Co-LDHs の層間距離が 28Å

II

原子価状態から均一な Au 状態に転移・凍結する

と若干長くなっているが、それにもかかわらず層

可能性を示唆するものであり、光誘起絶縁体・金

間分子である DAE が開環体から閉環体に変わるこ

42
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とにより強磁性転移温度が 9 K から 20 K に増幅し
ているのは、層間分子である DAE が閉環体の場合、
DAE のπ電子が分子全体に非局在化するため、ア
ニオン分子のπ電子を媒介として Co-LDHs の面間
相互作用が著しく増幅されていることに起因してい
ることを明らかにしました。即ち、DAE の光異性
化が光磁気カップラーとして働き、DAE が閉環体
の場合は、この系は２次元強磁性体 (Tc = 9 K) とし
て振舞い、DAE が開環体の場合は、３次元強磁性
体 (Tc = 20 K) として振舞うことを明らかにしまし

図３

た。

転移

(n-C3H5)4N[FeIIFeIII(dto)3] の電荷移動・相

【光・スピン・電荷の相乗効果：層間分子の光異性
化に誘起された電荷移動相転移】
私たちは最近、絶縁体にもかかわらず 120 K 付
近で Fe(II) から Fe(III) へと電子が集団移動する電荷
移動相転移を、鉄混合原子価錯体で発見しましたが、
この物質は、架橋配位子の dto によって FeII と FeIII
が交互に配列した二次元の磁性層が積み重なった構
造を持つ強磁性体です。その層間に挿入する対カチ
図２

Co4(OH)7(DAE)0.5•3H2O の光誘起磁性

オンのサイズを大きくすると、電荷移動相転移が抑
制され、さらには強磁性転移温度が約 3 倍上昇す
ることを明らかにしました。

【スピン・電荷の相乗効果：電荷移動相転移】

このように層間に挿入する分子の大きさを変化さ

金属イオンの配位子場がスピンクロスオーバー領

せることで磁性が変化したことから、光照射によっ

域にある混合原子価錯体では、電荷移動遷移とスピ

て体積の変わる光応答性分子を対カチオンにするこ

ンクロスオーバー転移が連動した特異な相転移が期

とができれば、外部からの光照射に応答する磁性体

待されます。このような観点から、私たちは非対

が開発できます。そのような分子設計のもとで開発

称配位子 dithiooxalato（dto = C2O2S2）を架橋とす

した (SP)[FeIIFeIII(dto)3] (SP = spiropyran cation) は、

る鉄錯体 (n-CnH2n+1)4N[FeIIFeIII(dto)3] を開発し、こ

固体中でしかも液体窒素温度でも挿入分子であるス

の系が絶縁体にもかかわらず約 120 K において、 ピロピランが可逆的に光異性化を起こすことが明ら
Fe(II) から Fe(III) へと電子が集団移動する電荷移動
57

かとなりました。また、光照射により強磁性転移温

相転移を Fe メスバウアー分光法により発見しま

度が 7 K から 22 K へ増幅することを見出しました。

した。この電荷移動相転移は、高温相と低温相のス

これは、スピロピランの光異性化が発火点となり、

ピンエントロピーの差を駆動力として、系全体の自

金属錯体層 [FeIIFeIII(dto)3] で Fe(II) から Fe(III) に電

由エネルギーを最安定にするために隣接する金属イ

子が一斉に集団移動する協奏的多重機能性が発現し

オン間で電荷を移動させてスピン状態の組み換えが

たことを示しています。この現象は、視細胞に存在

起こる相転移現象です。また、この系は、Fe(II) －

するロドプシンの構成要素であるレチナールの光異

Fe(III) 間に働く電荷移動相互作用により強磁性を示

性化が発火点となり、視覚情報がロドプシンを通じ

すことがわかりました。その層間に挿入する対カチ

て視神経に伝達される初期段階のメカニズムと極め

オンのサイズを大きくすると、電荷移動相転移が抑

て類似した現象です。光異性化分子を挿入した鉄混

制されることを見出しました。電荷移動相転移の模

合原子価錯体の色の変化とスピロピランの光異性化

式図を下記に示します。

に伴う電荷移動の概念図を下記に示します。

「めそん」No.33, 2011 年

春

43

特集

我らが研究室へようこそ（世界編その１）

イナミクスの研究が発展することが期待されます。
(n-CnH2n+1)4N[FeIIFeIII(dto)3](n = 3, 5) のミュオンスピ
ン緩和率の温度依存性を図５に示します。

図４

層間分子の光異性化に誘起された電荷移

動相転移
３．ミューオン分光法による研究の紹介
私たちは最近、鉄混合原子価錯体 (n-CnH2n+1)4N
[FeIIFeIII(dto)3] が絶縁体にもかかわらず 120 K 付近

図５

で Fe(II) から Fe(III) へと電子が集団移動する電荷移

ミュオンスピン緩和率の温度依存性。Inset は

動相転移を起こすことをメスバウアー分光法によ

n = 3 における磁化率の温度依存性。

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

り見出しましたが、電荷移動相転移のダイナミク
スに関する情報は得られていなく、有効な測定方
法も確立していませんでした。そこで、ミュオン

４．研究室の雰囲気・行事など

スピン緩和法（µSR）が局所的な内部磁場のダイナ

所属する総合文化研究科では学際的な研究が盛ん

ミクス測定に適し、かつ非常に広域な測定時間窓

に行われており、また沿革が東大の他研究科とは異

を持つことに注目してラザフォード・アップルト

なることも相まってか、非常に多岐に渡る学生が入

ン研究所において理化学研究所との共同研究によ

学してきます。それがとても良い刺激となって、日々

II

III

り (n-CnH2n+1)4N[Fe Fe (dto)3] を対象にミュオンス

の研究にも反映されていると感じます。

ピン緩和法による電荷移動相転移のダイナミクスを

現在は、教職員 2 名（うち教授、助教各 1 名）と、

研究しました。私たちは n = 3 において、電荷移動

博士課程 2 名（うち学振 DC2 が 1 名）、修士課程 5 名、

相転移が観測される 140-60 K の温度領域で、ヒス

学部 4 年生 2 名（うち外研生 1 名）の計 11 名が

テリシスを伴うミュオンスピン緩和率の異常な増大

在籍し、小島研究室発足以来の大所帯となっていま

を見出しましたが、この異常は電荷移動相転移を起

す。研究テーマは学生毎に特色あるものが与えられ

こさない n = 5 では観測されないことから、電荷移

ていますから、日々の研究活動では各自の力量が試

II

III

動相転移によって生じる Fe -Fe 間の「電子のキャ

される場となっています。研究室のセミナーは週 1

ッチボール」により生じる振動磁場を、ミュオン

回、研究相談（研究報告）が隔週で全員に当たるよ

が感知していると結論づけました。また、縦磁場

うになっており、これに加えて本読みと雑誌紹介と

中の µSR 測定の結果から、この振動磁場の周波数

を交互に行っています。また、教員と博士課程大学

は 105 Hz のオーダーであることを明らかにしまし

院生を中心に、隔週土曜日に英語によるミーティン

II

III

た。電荷移動相転移は (n-CnH2n+1)4N [Fe Fe (dto)3]

グを行っています。

のみならず、プルシアンブルー類似塩、中性・イオ

研究室の年間行事としては、余り決まったものは

ン性転移を示す様々な有機電荷移動錯体などで観測

ありませんが、例年は以下のような年間スケジュー

されている現象であり、今後ミュオンスピン緩和

ルになっています。

法（µSR）による電荷移動相転移や原子価揺動のダ
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4 月：お花見（駒場キャンパスの桜は見応えあり）
5 月：修士中間報告会（5 月～ 6 月）
6 月：オープンラボ
7 月：配位化学国際会議（ICCC; 隔年開催）、錯体化
学若手の会夏の学校（7 月～ 8 月）
8 月：オープンキャンパス、大学院入試
9 月：錯体化学討論会、分子構造討論会、物理学会、

図７（左）駒場キャンパスの紅葉。研究室のあ

メスバウアー効果の応用に関する国際会議（ICAME;

る建物を後ろに。（右）キャッチボールによる

隔年開催）、院試お疲れ会・卒研生配属歓迎会

学生との交流の一端。シュートを投げる小島先

10 月：分子磁性国際会議（ICMM; 隔年開催）

生。

11 月：特になし
12 月：環太平洋国際化学会議（PacifiChem; 5 年に
一度）

５．キャンパスについて

1 月：博士論文発表審査会

江戸時代には鷹狩りが行われていた「鷹場」とし

2 月：修士論文発表審査会、卒業研究発表会

て知られており（NHK 総合の「ブラタモリ」で紹

3 月：送迎会、日本化学会春季年会、日本物理学会

介されました）、渋谷駅から歩いてそう遠くない高
級住宅地近くに、広大な土地と緑あふれる自然の残
るキャンパスが自慢の一つです。敷地内を東西に貫
く銀杏並木道があり、紅葉の時期はまさに絵になる
ような風景が見られます。研究が進まない時は、外
を眺めたり辺りを散歩したりすると気持ちが和らぎ
ます。また、駒場 I キャンパスは学部 1, 2 年生の
通う場所でもあり、研究棟付近は比較的静かですが、
部活動の掛け声が聞こえてくるような活気ある雰囲
気も持ち合わせています。こういった恵まれた研究

図６（左）卒研発表お疲れ飲み一風景。みんな

環境に、常々感謝しています。

で乾杯。
（右）PacifiChem2010 でポスター発表。
他研究室の学生が見に来てくれています。

以上、小島研究室の紹介をしてきましたが、下記
の研究室ホームページにも訪れて頂けますと幸いで
す。
http://maildbs.c.u-tokyo.ac.jp/~kojima/

学会には、主に錯体討論会と日本化学会春季年会
に参加します。時には、学生でも国際学会に参加す
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平成 22 年度（6 月現在）の小島研究室集合写真。研究室がある 16 号館の前にて撮影。
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Morgan Madhuku Dr.

state of the art data acquisition system from Oxford

iThemba LABS (Gauteng)

Microbeams, was commissioned in 2009. Current

Johannesburg

microprobe research activities involve Proton

South Africa

Induced X-Ray Emission (PIXE) and Rutherford
Backscattering Spectrometry (RBS).

Introduction
iThemba LABS (Gauteng) is a leading primary
centre of research, training and service expertise
in accelerator based sciences and technologies in
South Africa. It came about after the transfer of the
research facilities of the old Schonland Research
Centre for Nuclear Sciences to the National
Research Foundation (NRF). The Department
of Science and Technology (DST) allocated R16
Million to refurbish the facilities over a two year

The refurbished tandem accelerator at

period from January 2005.

iThemba LABS (Gauteng)

iThemba LABS (Gauteng) provides viable,
advanced and multidisciplinary facilities for
research and training in Ion Beam Methods,
Nuclear Physics, Environmental Isotopes, and Ion
Implantation. There is also progress towards the
construction of Accelerator Mass Spectrometry
(AMS), which will become the first AMS facility on
the African continent. Activities on Muon Science
research are mainly carried out at the ISIS Muon
Facility, Rutherford Appleton Laboratory, United
Kingdom.
iThemba LABS (Gauteng) provides postgraduate
students from various disciplines, and from a
wide selection of universities, with the research

The microprobe instrument at iThemba LABS
(Gauteng)

infrastructure and practical experience of working
toward the attainment of their postgraduate
degrees. This partnership between degree-

These analytical techniques are used for elemental

conferring institutions and the practical training

depth distributions and multi-elemental analysis of

and research environment provided by iThemba

aerosol, biological, archaeological, geological and

LABS (Gauteng) is beneficial to both the universities

medical samples.

and iThemba LABS (Gauteng) in the fulfilment of
their educational and research mandates.

The microprobe group is also investigating the
possible magnetic ordering in diamond after
proton irradiation. This effect has already been
observed in graphite [1]. There is lot of excitement

The Proton Microprobe
The refurbished proton microprobe facility, with

「めそん」No.33, 2011 年

春

around the possibility of using diamond in

47

特集

我らが研究室へようこそ（世界編その１）

quantum spintronics, which is an advanced form

EIL also addresses fundamental issues such as

of electronics that harnesses not just the electrical

the interpretation of

charge of electrons but also a property called spin

processes producing harmful dissolved species

14

C in groundwater, and the

that makes electrons act like tiny bar magnets.
Nuclear Structure Physics
The nuclear structure group undertakes research
in experimental, and also theoretical nuclear
physics, with the following themes:
▶ Exploration and elucidation of heavy-ion
interactions and reaction mechanisms at low and
medium energies.
▶ Proton and electron induced medium-energy
reactions allowing comparative studies to be made
using hadronic and leptonic probes.

Environmental isotopes laboratory (EIL) at

▶ Development of efficient and accurate

iThemba LABS (Gauteng).

computational methods for analysis of experimental
data and theoretical modelling in nuclear structure

such as nitrates and fluorides.

physics.
Activities on Muons
Much of our research work in muon science has
hitherto focused on studying the behaviour of
hydrogen in diamond. This work has been carried
out at the ISIS Muon Facility, Rutherford Appleton
Laboratory, United Kingdom.
Diamond represents a material with many
extreme properties, making it ideal for use as a
semiconductor in applications that require highfrequency, high-temperature, high-power, and

The nuclear structure physics beam-line at
iThemba LABS (Gauteng)

Environmental Isotopes
The environmental isotope laboratory (EIL) is
an essential cross-disciplinary analytical facility,
providing rapid analytical services to a wide range
of private and academic entities. Activities of the
EIL include water resources management, recharge
estimates, groundwater / surface water inter-

The muon group in the ISIS experimental hall

relationships, urban hydrology, pollution tracing,

[2]

dam leakage and safety and wetland studies. The
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high-irradiation tolerant devices. These properties
include: high electric breakdown field strength,
high carrier mobility, the highest room temperature
thermal conductivity of any material, low dielectric
constant, and wide band gap [3,4]. A lot of research
is currently underway on developing a raft of
new applications in a wide range of industries
based on a combination of two or more of these
properties. However, the exploitation of diamond
as an electronic material is compromised by the
non-existence of diamond of adequate structural

Football Friday

quality and its lack of a suitable shallow donor
for the production of n-type material. The recent
breakthrough [5] in the development of techniques
to grow high-purity single-crystal synthetic
diamonds via the plasma-assisted chemical vapour
deposition has enlivened the quest to develop
diamond devices capable of electronic functionality
at temperatures where silicon based electronics are
inadequate.
The systems studied include the hydrogen states
in ultra-pure synthetic diamond material produced
through high-pressure high-temperature (HPHT)
synthesis [6], and hydrogen behaviour in natural
diamond at high temperatures [7,8]. This work has
resulted in an experimental estimation, probably

World Aids day commemoration

for the first time, of the gap level of bond-centred
muonium (MuBC) in diamond, and a contribution
towards the understanding of the origin of the so
called “missing fraction” in many muonium studies
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UCR ミュオングループ

ザー施設内に、科研費（鳥養映子）
・東レ助成金（下

（物理天文教室・生物工学教室） 村浩一郎）による波長可変パルスレーザーを設置
UCR 物理天文教室・教授

し、実験を行いました。実験は成功し、CESP に対

永嶺

応する明確な µSR 信号を確認することが出来まし

謙忠

た。ところが、色々しらべていくと、主としてスピ
ン一重項 Mu- が応答している事がわかり、その物
理の理解が残されています。
1. はじめに

CESP の観測に µSR を使う手法は、ほぼ全ての半

早いもので、私がカリフォルニア大学（リバーサ

導体を対象にできるため、スピントロニクス材料開

イド校、UCR）物理教室と兼任になって、この 2 月

発に大きな貢献が期待できます。既に強磁性薄膜

で 6 年が経過しています。この間に小さなグルー

から n 型 GaAs への CESP 輸送、n 型 Si 中の 3.5 eV

プを作り、幾つかのミュオン科学実験を行ってきま

円偏光レーザーによる CESP 生成などに有望なデー

したので、簡単なまとめの報告を致します。現在進

タが出てきています。

めている二つの課題と将来計画とを紹介し、参加メ
ンバーを示します。

Harry Tom 研究室は、レーザー光学が専門で、
半導体中の円偏光レーザーによる CESP 生成の他、
表面 / 界面の光分光、水溶液のテラヘルツ分光な

2. 物性材料研究、スピントロニクス材料開発

どを研究しています。Roland Kawakami 研究室は、

半導体中の伝導電子スピン偏極（CESP）を調べ

まさにスピントロニクス関連の物理が専門で、分子

る一般的な手法として、半導体中に導入されたミュ

線エピタキシーでヘテロ構造試料を作っては、レー

オニウムの電子との交換反応を使う方法を、1990

ザー分光等の物性実験を行っています。

年頃、鳥養 映子 氏が KEK での 実験 で提 案さ れま
し た。UCR 物 性 実 験 グ ル ー プ の Harry Tom 教 授
と Roland Kawakami 準教授とが強い興味を持ち、

3. 生命科学研究
UCR に着任し始めは、理研・KEK 時代に始めた、

2008 年 2 月より、理研 RAL で、円偏光レーザー

電子ラべリング法による生体高分子中の電子伝達を

でスピン偏極伝導電子が容易に創れる n 型 GaAs を

調べる手法を拡張することを考えていました。偶然

使って実証実験を開始しました。これまでに、4 課

紹介された生命工学教室の Jerry Schultz 教授（図 2）

題のプロポーザルの下に 20 日のビームタイムを頂

がミュオンに興味を強い興味を持たれ、色々な御指

きました。UCR- 理研 -KEK-RAL- 山梨大 - 東大駒場

導を受ける事が出来て、新しく次の様な課題を進め

でグループを構成し、理研 RAL が用意されたレー

ています。

図１

2008 年 2 月理研 RAL でのレーザー µSR 実験成功の記念写真。松田恭幸氏 ( 右 )、下村浩一郎

氏・P. Bakule 氏・F. Pratt 氏 ( 左 ) に囲まれた当時の UCR グループ。Harry Tom 氏（後右）、Roland
Kawakami 氏（後左）、筆者（前右）、Koji Yokoyama 氏（前左、現理研）
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Jerry Schultz 教授は、米国の生命工学のリーダー
で、生命科学の知識の無い私を良く指導下さってい
ます。私が UCR 滞在を続けている最大の理由とな
っています。
4. 他の UCR ミュオン科学研究活動
UCR には上記の方々の他に、皆様良く御存知の
D.E. MacLaughlin 氏 が お ら れ、Heavy Fermion 物
性実験を TRIUMF を中心にして展開しています。
図 2

Jerome Schultz 教

授。UCR Bio-

また理論の Chandra Varma 氏が色々な議論に乗っ

Engineering Department Chair。米国工学アカ

て下さいます。これも皆様良く御存知の陽電子の

デミー会員。

Allen Mills 氏がミュオン実験の全てに興味をもって
います。最近私が展開している非線型ミュオン触媒
核融合に関して、色々議論をしています。
着任当初はロスアラモスのミュオン施設復活を計

a) ヘモグロビン磁性の観測

画していましたが、非常に難しく、専任研究員とな

デオキシヘモグロビン (Hb) の常磁性鉄が酸素を捕

られた宮寺晴夫氏にまかせています。

えオキシ Hb になると非磁性になる事はよく知られ
ていて、MRI 測定の基礎となっています。然しなが
らオキシ Hb から直接信号が得られないため、MRI
では濃度変化と密度変化の区別が出来ない欠点があ
ります。KEK と TRIUMF とで µ ＋ SR を行ってみると、
高速 µ ＋ がオキシ Hb 内で減速中に鉄の磁気的 3 重
項を励起するために、特有の緩和を示す事が判りま
した。
b) 癌細胞における低酸素症 (Hypoxia) の観測
正常細胞で 65 Torr もある酸素分圧が癌細胞で
30 Torr 以下になる Hypoxia 現象が、癌の診断や治
療において注目を集めています。µ ＋ SR をこの問題
に適用すると、水溶液中の Mu が高感度で酸素分子
を検知できるために、基礎研究のみならず、医療の
現場に実用化することが出来るはずです。間もなく
理研 RAL にて確認実験が始まります。

図3

c) 医用陽子線によるミュオン発生と利用の開発

イオンを生み、ミュオンに変わり、陽子のブラ

癌治療に実用化されている 250 MeV の陽子ビー
＋

＋

ムを使って、体の表面で µ を生み前方偏極 µ に
＋

癌治療用 250 MeV 陽子が生体の前でパ

ッグピーク位置に止まる様子。さらに陽子ビー
ムパルス時間構造を使って、遅延 µSR 信号を

変え、その µ を放射線効果が高い陽子線ブラッグ

取り出し、陽電子経路の同定して、µSR イメー

ピークの位置に止めることが出来ます（図 3）。陽

ジングを行う原理図。

子パルスの時間構造をうまく使うと、バックグラウ
ンドを除去して µSR 信号を得る事ができます。陽
子放射線による癌治療のその場観察が可能になりま
す。Schultz 教授のアレンジで UCR の近くにあるロ
マリンダ大学癌研究所で確認実験の一部を行いまし
た。
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Je-Geun Park

structural studies, we could identify a key structural

Professor, Leader

change that we believe is crucial to understanding

Secretary : Mrs. Ji-Seong

the multiferroic behavior of hexagonal manganites,

Kwon

( Y,Lu)MnO 3 [Nature (2008)]. We have been

Research Professor: Dr. Deok-

recently investigating similar effects in another

Yong Cho

interesting multiferroic BiFeO3. Furthermore, this

Neutron Scattering &

issue of spin-lattice coupling has been pursued by

Magnetism Laboratory,

us through measurements of spin dynamics using

Department of Physics,

an inelastic neutron scattering technique.

Seoul National University,
Group Members

Another important area of our researches is to

Students: Jaehong Jeong,

study more traditional strongly correlated systems

Seongil Choi, Sanghyun Lee,

such as the 4d systems and heavy-Fermion system.

Hyukwoo Kwon

For example, we reported a spontaneous lowering
of symmetry in Th2Ru2O7 through a spin-lattice-

We at Neutron Scattering & Magnetism Laboratory

orbital coupling and the formation of a presumably

of Seoul National University have been studying

Haldane 1D chain was observed in inelastic

various magnetic phenomena found in transition

neutron scattering experiments [Nature Materials

metal oxides and rare-earth intermetallic systems

(2006)]. We have also studied the non-Fermi liquid

using neutron/muon and synchrotron facilities

behaviors in Kondo materials by combining muon

worldwide. The group started when I returned from

spin relaxation and rotation (µSR) measurements

Europe in 1996 to Korea with an appointment

with the inelastic neutron scattering technique.

at Inha University. After five and half a years at
Inha Univ., the group moved to Sungkyunkwan

Another category of our researches falls on

University in September 2001. The main topics of

somewhat application-oriented material sciences.

researches of the group then were to understand

For example, we have been studying magnetic

multiferroic phenomena of hexagonal manganites

behavior of well-characterized nanoparticles using

and orbital effects in transition metal oxides.

an MPMS-SQUID apparatus [Nature Materials

After eight and half a years’ active researches at

(2004)]. We are also interested in local structural

Sungkyunkwan University, the group moved to

studies of amorphous transparent semiconductors,

department of physics and astronomy in Seoul

InGaZnO using a neutron pair-distribution function

National University in March 2010, which is my

method.

alma mater.
Apart from the research activities, we have
Throughout the past just over 15 years’ researches,

also been very active in the construction and

we have been trying to understand the structure

commissioning of new neutron instruments.

and dynamics of several magnetic materials. First,

For instance, I have been leading a team of ten

we have been investigating spin-lattice coupling

scientists to construct a new disc-chopper time-

behaviors in multiple-ordered systems such as the

of-flight spectrometer at a cold neutron source

multiferroic system, in which the magnetic order

of HANARO in Korea. I have also been involved

and the lattice dynamics are strongly coupled. The

in some of instrument projects at J-PARC. More

structural response to long-ranged spin orders

recently, I have been appointed as the founding

has been carefully examined through the neutron/

director of Center for Korean J-PARC Users, of

x-ray diffraction studies. From the high resolution

which mission is to support scientific activities of
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Korean scientists at J-PARC.
Currently, we have several characterization tools
at our home laboratory: an x-ray diffractometer, a
vibrating magnetometer system (VSM), an MPMSSQUID and several bulk measurements set-ups.
For more information, please visit the webpage:
Neutron Scattering & Magnetism Laboratory:
http://magnetism.snu.ac.kr
Center for Korean J-PARC user groups: http://www.
kor-jparc.org/
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と低迷しており、何とかしなければと思う今日この
頃です。物理学科の教員は１５名で、内訳は教授９・
准教授５・助教１というやや偏った構成になってい
ます。研究分野で分けますと、素粒子理論２・原子
核理論１・物性理論３・原子核実験２・宇宙線実験
３・物性実験４となります。大所帯ではありません
のでなるべく研究分野の近い人を集め、原則２人一
組のペアを作るように人事を進めています。例えば
佐藤一彦、教授

谷口弘三、准教授

物性実験は全員強相関電子系を研究しています。

埼玉大学理工学研究科物質科学部門物質基礎領域
佐藤・谷口研究室
１．はじめに
今年最初に職場のパソコンの電源を入れメーラー
を立ち上げましたところ、「めそん」編集長様より
研究室紹介の依頼メールが届いておりました。昨年
夏に編集長に埼玉大学での集中講義をお願いした手
前これは断れないなと観念致しました。その後一月
以上雑務に追われほったらかしにしておりました
が、編集長からの督促のメールも届き後期の成績集
計もようやく終わり執筆に取りかかりました。まず

図１

ここ数回の「めそん」の記事を読み直してみました

て今日取りました。M1 が就活のためあまりい

が皆さん力作揃いで、こりゃいかんと気を引き締め

ません。

研究室の集合写真。この記事のため慌て

た次第です。さて、時間をかけて読んで頂くに値す
る記事を書けますか否か。

３．研究の紹介
さて佐藤は 1997 年、谷口は 2000 年に埼大に着

２．埼玉大学について

任しましたが、以来強相関電子系特に有機伝導体の

埼玉大学はさいたま市（ちなみに埼大は旧浦和市） 低温物性を中心に研究を行っております。2010 年
南西部に位置し、最寄り駅は埼京線なら南与野、京

度は２人合わせて修士８名、４年生５名の学生がい

浜東北なら北浦和です。多くの他の戦後国立大学と

ます。有機物質は構成分子がそもそも閉殻の電子構

同様、1949 年に設置され、一昨年開校６０年を迎

造を持ちますので、多くは絶縁体です。しかし、ラ

えました。開学当時は文理学部と教育学部の２学部

ジカルになりやすい二種類の分子、もしくは分子と

だったそうですが、その後工学部ができたり、理工

無機イオンなどを組み合わせたりすると、キャリア

学部ができたり、分裂したりとか紆余曲折を経て、 ーが生まれ伝導を示し始めます。ただし、多くの場
現在は教養学部・教育学部・経済学部・理学部・工

合、バンド幅は狭いのでクーロン相互作用の効果が

学部の５学部体制に落ち着いています。理学部は数

強く現れることになり、金属状態がしばしば不安定

学科・物理学科・基礎化学科・分子生物学科・生体

となります。そこでは、外部パラメータが少し変わ

制御学科の５学科があり、生物系にミクロとマクロ

るだけで電子相関の影響で Mott 絶縁体や電荷秩序

の２学科あることが特徴と言えましょうか。ちなみ

状態などへ転移をしてしまいます。この金属絶縁体

に我々２人の正式な所属は理工学研究科物質科学部

転移を起こす近傍にはしばしば超伝導状態が出現

門物質基礎領域と称するのですが、対外的には分か

し、しかも非 BCS 的な振る舞いがみられます。こ

りにくいので理学部物理学科と言ってしまうことの

の辺の事情は銅酸化物超伝導体と類似しており、あ

方が多いです。理学部物理学科の学生定員は１学年

る程度は共通の物理的描像が成立するものと考えら

４０名ですが、最近数年の卒業者数は３０数名程度

れます。以下に我々のグループで行ってきた研究に
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ついていくつか紹介させて頂きます。
３．１ κ'-(BEDT-TTF)2ICl2
有機超伝導を示すものとして BEDT-TTF 分子がよく
知られています。図２にその模式図を示しますが、
平面的な分子です（ただし、外側のエチレン基は、
分子面に対して平行ではなく、わずかな立体構造
があります）。BEDT-TTF 分子と -1 価の分子 X を組
み合わせて化合物を合成するととしばしば (BEDTTTF)2X という組成になり、２：１塩と呼ばれてい
ます。この場合、BEDT-TTF 層とアニオン X 層は積
層し２次元的な層状構造を取ります。また、アニオ
ン X は電子を一個取り込み閉殻となり、絶縁層と
なります。これにより BEDT-TTF 層にはホールが導
入され、伝導性を持ちます。BEDT-TTF 分子２個が
２量体（ダイマー）を組む場合には、ダイマーあた
りに一個のホールが存在しますので単純には half-

図３

ICl2 の超高圧下電気抵抗。加圧により絶

filled の金属となることが期待されますが、実際に

縁相に隣接して超伝導相が現れる。

はオンサイト・クーロン斥力 U とバンド幅 W の競
合により絶縁化する場合と金属化する場合があり

度の結晶が析出させることができます。電気抵抗

ます。κ'-(BEDT-TTF)2ICl2（以下 ICl2 と略記、ちな

測定であればこれで充分ですが、µSR ましてや高

みに最初のギリシア文字は BEDT-TTF 分子の配列を

圧 µSR ではとても足りません。そこで通常より巨

表す記号）はそれらの中でも U が大きく典型的な

大な電解セルを準備し、流す電流を結晶の成長に合

Mott 絶縁体であり 22K で反強磁性に転移すること

わせて増大させたり途中で溶液を取り換えたりとい

が知られています。我々は東大物性研上床グループ

う工夫を行うことにより、１年間かけて最大 50mg

と共同で ICl2 に 9GPa までの超高圧を加え、ICl2 が

程度の結晶を 1g 合成することに成功しました [2]。

8GPa 近傍で金属化し 14.2K で超伝導転移を示すこ

このようにして得られた結晶を用いて ICl2 の高圧

とを見いだしました（図２）[1]。これは近頃ピセ

µSR に取り組みました。実験は原子力機構の髭本グ

ンの超伝導が発見されるまでは有機物で最も高い転

ループとともに TRIUMF の後神さんの協力を得て

移温度でした。超高圧下での磁性は未だよく分かっ

TRIUMF にて行いました。

ていませんが、絶縁相と超伝導相は隣接しており、
磁性が超伝導に関与していることを窺わせます。

図 ４ に 高 圧 下 で の µSR ス ペ ク ト ル を 示 し ま す
[3]。試料の密度が 2g/cc 以下と小さいため試料に

せっかく超伝導を発見したわけですので、圧力

静止したミュオンは 20%程度でしたが、反強磁性

下の磁性を µSR で研究してみたくなりました。と

転移に伴い圧力下でも回転信号を検出することがで

ころがこの手の有機物質は一般に大量合成が困難

きました。挿入図に常圧におけるスペクトルを示し

です。分子を適当な溶媒に溶かし、溶液に 1µA 程

ましたが、回転周波数すなわちミュオンサイトでの

度の電流を１～２週間程度流すと電極に数 mg 程

内部磁場が５倍程度に増大していることが分かりま
す。また、1.8GPa においてネール温度も 48K まで
上昇していることも分かりました。いずれの圧力に
おいてもダイマーのスピンは 1/2 で不変と思われ
ますので、内部磁場の増大は圧力誘起磁気相転移を
示唆していると考えられます。超伝導相が隣接して
いるのは高圧磁気相ですので、磁気相転移の理解は

図２

BEDT-TTF 分子の模式図。黒が C、白は

S を示す。H は省略してある。
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す。ちなみに ICl2 の（有機としては）巨大結晶を
用いて原子力機構の河村（大平）さんが中性子非弾
性散乱の実験を計画中で、こちらもおもしろそうな
結果が得られないかと楽しみです。
３．２

D8-κ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Br

κ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Br（以下κ-Br と略記）は
BEDT-TTF 系では常圧で最も高い転移温度を持つ有
機超伝導体です。一般に有機物質はきれいな単結
晶が得やすい利点がありますが、逆に酸化物でよ
く用いられる「置換」がやりにくいという欠点も
あります。ところがκ-Br は BEDT-TTF 分子の外側
にある４つの炭素についている計８つの水素を重

図４

水素に置換することが可能でそれを D8-κ-(BEDT-

転移に伴い回転信号が現れる。

ICl2 の圧力下 µSR スペクトル。反強磁性

TTF)2Cu[N(CN)2]Br（以下 D8 -κ-Br と略記）と呼び
ます。D8-κ-Br は Mott 転移のごく近傍に位置し、
反強磁性絶縁相と超伝導相が相分離を起こしている
と考えられています。また、試料の冷却速度を速
めることにより超伝導の体積比を減少させること
が可能です。D8-κ-Br は Mott 転移を研究する上で
最適な物質ですので、µSR により磁性と超伝導の競
合（and/or 共存）を調べることとしました。実験
は理研 RAL ミュオン施設にて渡邊さん石井さんと
共同で行いました。図５に D8-κ-Br の低温におけ
る µSR スペクトルを示します。いずれの緩和曲線
にも急激な緩和と小さな回転が確認でき、反強磁性

図５

秩序を µSR で捕らえることができたと考えられま

冷却速度により緩和の様子が変化する。

D8-κ-Br の ゼ ロ 磁 場 µSR ス ペ ク ト ル。

す。また、冷却速度を上げることにより緩和が増大
することが分かります。この研究はスタートしたば
かりであり、今後急冷による disorder の効果、類

年末は１２月２８日まで年始めは１月４日からとか

似物質κ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Cl との比較などを

言うとんでもないスケジュールになっています。こ

行い Mott 転移近傍の状態を明らかにしたいと考え

の世知辛い世の中にあって、µSR 実験のために出張

ています。

したときは心の底からレフレッシュできます。特に
J-PARC や RAL のようにビーム代、ヘリウム代は言

４．おわりに
さて近年ヒシヒシと感じることに（「国立大学法

うに及ばず一部の旅費までサポートして頂けるスタ
イルは我々のような立場のものにはありがたい限り

人は甘い」とおしかりを受けるかも知れませんが） であり、少しでもよい実験データを出していかなけ
訳の分からない締め付けが様々な方面からやってく

ればと焦るとともに、これまで研究をサポートして

ることが挙げられます。効率化係数による運営費交

頂いた KEK・原子力機構・理研 RAL の方々に深く

付金の削減により物理学科教員も２名削減されまし

感謝する次第です。

た。さらに１名の削減がありそうで戦々恐々として
おります。今年も年度末が近づきましたので、年度

[1] H. Taniguchi et al., J. Phys. Soc. Jpn., 72 (2003) 468.

計画に書いてしまったことを実行せよとの指令が飛

[2] H. Taniguchi et al., J. Low Temp. Phys., 142 (2006)

び交っております。また中教審が大学はもっと授業

515.

をちゃんとやれとか答申したおかげで、講義期間は

[3] K. Satoh et al., Physica B 404 (2009) 600.
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杉山純、主席研究員
（株）豊田中央研究所、
分析研究部 ナノ解析研究室
粒子線利用解析チーム

1. はじめに
当社は、豊田佐吉翁の遺訓「研究と創造に心を致

SPring-8 に建設された豊田ビームライン外観。

し、常に時流に先んずべし」を会社の基本精神とし
て、1960 年に設立されました。持続可能な社会の

ち上がりました。フロンティアは当社独特の制度で、

実現を目指し、省資源、省エネルギー、環境保全、 以下を目指します；
安全性の向上など幅広い分野での基礎研究を行って

１）新事業の芽となるような大きな発明を創出する。

います。

２）科学・技術、学界等へのインパクトの強い成果

中でも分析分野は通常の機器分析のみならず、 を生み出す。
SPring-8 に専用ビームラインを建設して、トヨタ

フロンティア提案が認められると、３年間集中し

グループ各社と高度な材料解析を進めています。ま

て研究を進められます。また達成状況は外部委員に

た中性子散乱やミュオン・スピン回転・緩和を用い

より毎年評価されます。

た材料解析にも、挑戦しています。ここでは当社で

さて NaxCoO2 格子は Na 層と CoO2 面の交互積層

µ+SR 実験を始めた経緯や、現在の活動状況を説明

構造で、CoO2 面中で Co イオンは２次元３角格子

します。

を組みます。さらに２つの CoO2 面間に３重と４重
の岩塩構造層を含む物質も発見され、それらも高い
熱電性能を示しました。当然 CoO2 面の磁性と電子
輸送現象の相関に、多くの研究者が興味をもちまし
た。しかし微視的な磁性は報告されていなかったの
で、我々は µ+SR に注目しました。

豊田中央研究所の事務棟外観。
2.

µ+SR 実験に着手
内燃機関のエネルギー効率はかなり上がってきて

いますが、発生したエネルギーの過半は熱として排
出されます。このため排熱回収用の熱電材料の研究
開発が、古くから進められていました。1997 年に、

当社初の µ+SR 実験に参加したメンバー（2001

NaxCoO2 が従来の酸化物に比べるとかなり高い熱電

年）。左から板原（豊田中研）、Bassam Hitti 博

性能を示すことが、報告されました [1,2]。

士（TRIUMF）、Eduardo J. Ansaldo 名 誉 教 授

そこで 2001 年に、層状コバルト酸化物を参考に
新規熱電材料を開発する「フロンティア」業務が立
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と は 言 っ て も、µ+SR 実 験 の 経 験 は 皆 無 で し た

ここで古典的なテーマである固体内のイオン拡散

から、まず以前から面識のあった UBC の Jess H.

を、µ+SR で測定する意義を簡単に説明します。Li+

Brewer 教授に相談しました [3]。LaTeX の使い方か

の固体内拡散を測定するのに、普通は Li-NMR を用

ら、提案書の作り方、審査会の予行練習まで、種々

います。しかし LiCoO2 のような遷移金属（＝磁性

指導を受けて、無事に２週間のビームタイムを獲得

元素）を含む物質では、d 電子のスピンの影響で、

しました。

NMR による拡散係数測定は困難なことが知られて
+

こうして、2001 年の 11 月に始めて µ SR 実験

いています [10-12]。実際に、LiCoO2 や LiNiO2 に

を行い、幾つかの面白い結果が得られました [4,5]。 対しては、妥当と思われる大きさの拡散係数は報告
幸いなことに、2004 年に熱電フロンティアは無難
+

されていませんでした。電池を全固体化する流れ

に終了しましたが、私自身は µ SR を、より広い分

を考えると、Li+ の固体内拡散係数を求める手法が、

野の材料解析に使えるのではないかと感じていまし

近い将来必要になると予想しました。
燃料電池用の水素貯蔵材料の解析にも、µ+SR を

た。

用いました。特にホウ素錯体系材料 M(BH4)n に対
しては [13,14]、H-µ-H や H-µ 結合の生成を観測し、

3. 実験テーマの拡充

2005 年にフロンティア業務「ミュオン利用解析」 それらの生成率と水素脱離温度の間にきれいな相関
を立ち上げました。SPring-8 を始めとする当社の

を見出しました [15]。

+

分析・解析技術メニューに、新たな手法 µ SR を加
えることを目指しました。ここでは測定対象や利用

4. そして今は

施設を限定することなく、種々の材料の解析に挑戦

ミュオンフロンティアも、2008 年に無事に終了

しました。特に NaxCoO2 と同様の結晶構造を有す

しました。しかし電池材料・磁性材料等の解析を進

る LiCoO2 と LiNiO2 に注目しました [6]。電気化学

めていくうちに、µ+SR の長所と短所がだんだんと

的に Li 量を調整できるので、Co や Ni の平均価数

明らかになりました。そして、より良い解析を行う

と CoO2 面や NiO2 面の電子状態の関係を、微視的

ためには、µ+SR とともに中性子散乱実験が重要で

磁性の変化を通して系統的に調べることができま

あると考えるようになりました。

す。

そこで 2009 年に２年間限定のミュオンと中性子
+

実際に µ SR 測定と帯磁率測定を組み合わせて、 の統合解析プログラム「粒子線利用解析」を立ち上
LixCoO2 の全領域磁気状態図を決定し [7]、CoO2 面

げました。ちょうど J-PARC の供用開始とも重なり、

の基底状態が Mott 絶縁体でないことを実証しまし

さらに多種の材料を解析対象とすることができまし

た。

た [16-18]。

この研究中に分かったのですが、LixCoO2 の帯磁
率は Li 量によらずパウリ常磁性的で、零磁場 µ+SR
スペクトルは久保 - 鳥谷部型の核磁場緩和を示しま
す [7]。そこで仮に Li が高温で拡散を開始すれば、
核磁場緩和が動的に変化するのではないかと考えま
した。もちろんミュオンは、酸素イオンと強く結
合して固定されている必要があります。このよう
な µ+SR にとって都合の良い状況が実現しているか

粒子線利用解析チームのメンバー；左から野崎

を確認するために、理研 RAL で LixCoO2 の零磁場・

洋、原田雅史、向和彦。

弱縦磁場スペクトルを測定しました。種々の問題は
ありましたが、Li+ 拡散によると思われる核磁場揺
動を観測することができました [8]。しかしミュオ

特に擬１次元構造の反強磁性金属 NaV2O4 では、
反強磁性相で４種のミュオン・スピン歳差振動が観

ンより遥かに重い Li が動いて、ミュオンは静止し

測されます [19]。逆に、ミュオン位置を酸素近傍

ているかどうかについては、さらに検証実験を進め

と仮定すると、４つの振動数の関係を満たす磁気構

ています [9]。

造は格子非整合の１種類しかあり得ません。実際、

+
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µ+SR から見積もった非整合周期は [20]、中性子散

(2008).

乱で求めた値と一致しました [17]。つまり格子内

[8] J. Sugiyama et al., Phys. Rev. Lett. 103, 147601

+

の複数位置から磁気構造を視る µ SR は、従来不可

(2009).( こ の 論 文 は、PSI の 2009 年 Research

能と言われてきた「空間相関情報」をもたらすこと

Highlights に選ばれました。)

も分かりました。

[9] J. Sugiyama et al., Phys. Rev. B 82, 224412
+

2001 年から 10 年間進めてきた「µ SR」は、常

(2010).( この論文で、私共は J-PARC で得られた結

に期限付き業務で、その存続意義を毎年問われてき

果を初めて公表しました。)

ました。しかし 2011 年度からメンバーは分析研究

[10] 深井 有 : 拡散現象の物理 ( 朝倉書店 , 1988)

部に移り、「ミュオン＋中性子」解析を一般業務と

pp. 62-80.

して進めることになりました。測定対象をさらに拡

[11] I. Tomeno and M. Oguchi, J. Phys. Soc. Jpn. 67,

充するとともに、当社内・トヨタグループ各社内の

318 (1998).

種々の解析要望にミュオンと中性子を武器に応える

[12] K. Nakamura et al., Solid State Ionics 121, 301

ことになります。つまり当初の目標であった、
「分析・

(1999).

+

解析技術メニューに µ SR を加える」を達成するこ

[13] S. Orimo et al., Chem. Rev. 107, 4111 (2007).

とができました。

[14] A. Züttel et al., Scrip. Mater. 56, 823 (2007).
[15] J. Sugiyama et al., Phys. Rev. B 81, 092103

最後に、ここで示した結果は、多くの研究者との

(2010).

共同実験で得られたものです。豊田中研の板原浩・

[16] K. Kamazawa et al., J. Phys. Soc. Jpn. 79,

野崎洋・向和彦・原田雅史・則竹達夫・砥綿真一の

Supplement A, 7 (2010).

各博士、UBC の Jess H. Brewer 教授、KEK の池戸

[17] H. Nozaki et al., Phys. Rev. B 81, 100410(R)

豊博士・西山樟生名誉教授、理研 RAL の渡邊功雄

(2010).

博士、PSI の Alex Amato 博士を始め、多くの方々

[18] K. Kamazawa et al., Phys. Rev. B 83, (2011), in

の協力に感謝します。また私共のつたない提案を認

press.

めていただいた各施設の審査委員、実験を支援いた

[19] J. Sugiyama et al., Phys. Rev. B 78, 224406

だいた各施設のスタッフ、毎年開催される外部評価

(2008).

+

で支持して下さった評価委員、10 年に渡り µ SR を

[20] O. Ofer et al., Phys. Rev. B 82, 094410 (2010).

支持していただいた当社の上層部、の方々に深く感
謝しています。
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田畑吉計、准教授

格子やパイロクロア格子に次ぐ新しい 3 次元フラ

京都大学大学院工学研究科

ストレート格子に位置づける事が出来ます。η - カ

材料工学専攻磁性物理学分野

ーバイド化合物では T-T 原子間距離が短いので、磁

中村研究室

性を担う d 電子が遍歴電子となり、遍歴電子フラ
ストレート系の候補物質となり得る、興味深い物質
群です。
我々は最近、このη - カーバイド化合物の幾つか
を、単相試料として得る事に成功しました。特に、

1. はじめに

そのうちの Fe3Mo3N は、(i) 磁場や圧力によるチュ

2011 年の年明け早々に、本誌編集委員の渡邊さ

ーニングをしなくても極低温で量子臨界的な振舞を

ん ( 理研 RAL) から、我々の研究室の紹介を書いて

示す [1]、(ii) 粉末試料であるにも関わらず極めてシ

欲しいとのメールが、当研究室教授の中村さん宛に

ャープなメタ磁性を示す [2]、など興味深い性質を

舞い込んできました。そのメールが華麗に私の足下

示します。これ以外の試料も色々面白そうで、暫く

にスルーパスされてきましたので、ごく簡単に京大

はこの物質群で遊べそうです。

中村研の紹介をさせて頂きます。

それ以外には、例えばスピングラスの磁場中相転
移の研究 [3] や、スピン流の研究など、幅広く ( 幅

2. 研究内容

広いつもりです ) 磁性の研究をやっています。

当研究室では、現在「η - カーバイド化合物」の
研究を、研究室を挙げて精力的に行っています。
η - カーバイド T3M3X は、図 1(a) に示す様な空
間群 Fd-3m の結晶構造を持っています。ユニット

3. µSR との関わり
さて、この原稿は「めそん」の記事ですので、
やはりここで当研究室と µSR との関わりについて

セル内に 112 個の原子を含む複雑な構造ですが、 書くべきでしょう。とは言っても、実はそれほど
こ こ で 重 要 な の は 磁 性 を 担 う T 原 子 (3d 金 属 元

縁が深いわけではありません。京大中村研として

素 ) で、T 原子だけを抜き出したのが図 1(b) です。 は、2008 年のゴールデンウィークに、イギリス
こ の 格 子 は、 図 1(c) に 示 す「 星 型 四 面 体 (stella-

の RAL で Mo3Sb7 という金属磁性体の µSR 実験を

quadrangular)」と呼ばれる構造を基本単位とする

したのが初めてです。このときは、私と教授の中

ものです。星型四面体には図 1(c) にあるように、 村さんがイギリスまで行き、理研の渡邊さんに助
最近接 (16d - 32e 間 ) 相互作用 J1 と次近接 (32e -

けてもらいながら ( と言うか、我々はほとんど居

32e 間 ) 相互作用 J2 の競合に由来するフラストレ

ただけ、でした ) 実験をしました。私にとっては

ーションがあり、この星型四面体格子は、面心立方

初めての訪英でした。実験も非常にうまく行って、

図 1. (a) η - カーバイド T3M3X のユニットセル。(b) (a) のユニットセルから T 副格子を抜き出し
たもの。(c) 星型四面体 (stella-quadrangular)
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Mo3Sb7 の valence-bond-liquid (VBL) – valence-

生の人気は？？、です。( 今居る学生に聞くと、な

bond-crystal (VBC) 転移のダイナミクスを核双極子

かなか居心地が良いようですが、聞かれて居心地が

磁場の motional narrowing という形で明確に捉え

悪いと言うはずもなく、まあ話 4 分の 1 くらいに

る事が出来ました [4]。

思っておきましょう )

他には、例えば GaNb4S8 というクラスタ化合物

4 月には、初旬に新 4 回生に対しての研究室紹介

を RAL で実験してもらい、スピン一重項状態を確

があり、4 月半ばに配属が決まります。卒論のテー

認しました [5]。また、KEK の門野さんのグループ

マに関してもなるべく早く学生に紹介しますが、ほ

との共同研究で、遍歴電子フラストレート磁性体

とんどの学生は大学院に進学するので、院試が終わ

Y(Sc)Mn2 の µSR 実験をやっています。今、研究室

る 8 月末までは実験などはしません。週 1 回のゼ

で最も力をかけて研究している前述のη - カーバイ

ミで磁性の基礎を勉強してもらいます。5 月、6 月

ド化合物に関しては、まだ µSR 実験は行っていま

には専攻内の研究室対抗ソフトボール大会があり、

せんが、フラストレーションに由来する大きなスピ

これに参加することで 4 回生は研究室に馴染んで

ンゆらぎや微小モーメント秩序などがありそうであ

くる様です。このソフトボール大会、試合は朝の 7

り、いずれ行うことができればと思っています。

時から京都御所内にあるグラウンドでやります。講
義などに影響が出ないように朝早くに試合をすると
いうのは、良い心がけですが、朝から疲れてしまわ

4. 研究室の行事など
研究室の事も書いておきましょう。

ないのでしょうかね？ ( ちなみに、スタッフが出場

まずは、研究室の構成から。当研究室には、教授、 しても勿論構わないのですが、私はそんな朝早くか
准教授、助教各 1 名 ( 中村裕之教授、田畑吉計准教

ら活動できません )
7 月には、M2 の学生の修士論文の中間発表会と

授 ( 筆者 )、和氣剛助教 ) の 3 名の専任スタッフが

居ます。あと、非常勤の事務職員の方が 1 名居ます。 いうのがあります。この時点までの研究結果を、3
学生の数は年度毎に多少変動がありますが、現在は

分の研究紹介とポスターとで発表します。専攻内の

修士学生が 7 名、学部 4 回生が 6 名、社会人ドク

磁性が専門でない人達に研究内容を紹介するのに

ターの方が 1 名の計 14 名です。工学部に所属して

は、皆なかなか苦労するようです ( これは、正直私

いるものの、研究内容は完全に理学寄りなので、学

も苦手です )。これを過ぎると、8 月の院試、9 月

図 2. ( 左 ) 2010 年 3 月に行った豚の丸焼き。( 中央 ) 2010 年 9 月に研究室内で行ったケバブパー
ティー。( 右 ) 2010 年 9 月に行った七面鳥の丸焼き。
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の秋の物理学会 ( 修士の学生は、可能な限り発表し
てもらいます )、と怒濤のように月日が過ぎます。
10 月からは、4 回生の卒論研究を開始し、多く
の場合、M2 は修論をまとめるための詰めの実験に
かかります。出来れば、この頃から修論を書き初め
て欲しいのですが、何故か皆書き始めるのは年末に
なってからです。11 月、12 月と忙しく実験の日々
を過ごし、1 月に 4 回生の卒論中間発表会、2 月頭
に修論提出、2 月半ばに卒論提出と M2 の修論発表
会、とこれまた忙しい日々が続きます。
うちの専攻では面白い事に、卒論提出が終わって
から、4 回生は次年度の大学院進学後の研究室配属
を決めます。決め方も、各研究室への配属人数だけ
が決まっていて、誰が何処に行くかは学生同士の話
合いで決まります。教員は一切タッチしません。卒
論後に決めるので、もし他の研究室に出て行かれて
しまうとしたら、卒業研究を通して磁性研究の面白
さを伝えられなかった事になりますから、結構へこ
みます。これまでのところ、残留率は丁度 5 割です。
今年は何人残るかな？
何か、“ 忙しい ” を連呼してますが、皆実験の合
間に色々イベント事を楽しんでます。どんな事を
やるかはその時々の学生次第ですが、例えば、図 2
の写真の様な豚の丸焼きや、七面鳥の丸焼き、ケバ
ブ、などをほぼ完全に学生主導でやってます ( 食べ
る事ばっかりなのが、ちょっと…)。
以上、まとまりの無い文章で恐縮ですが、少しは
中村研の雰囲気をつかんで頂けたでしょうか？ HP
の URL を下に掲載しておきますので、興味があり
ましたらご訪問下さい。
http://web.me.com/nakamura.lab/PublicSite/
Home.html
[1] T. Waki et al., J. Phys. Soc. Jpn. 79, 043701
(2010).
[2] T. Waki et al., arXiv.1007.4599.
[3] Y. Tabata et al., J. Phys. Soc. Jpn. 79, 123704
(2010).
[4] T. Koyama et al., Phys. Rev. Lett. 101, 126404
(2008).
[5] T. Waki et al., Phys. Rev. B 81, 020401(R)
(2010).
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MuSR の新しい応用 : 半導体内に
おける伝導電子スピン偏極の観測
横山幸司
理化学研究所
て伝導電子スピンのポピュレーションを、スピン
注入により不均衡にすることができれば、それは
MuSR で観測可能のはずである。鳥養先生がこのア
イデアを出された当時は、もしかしたらまだスピン
トロニクスという言葉すら無かったかも知れない
1.

が、この原理が可能であるならば、MuSR が半導体

はじめに

筆者がミュオンを用いた研究と関わりを持つよう
になったきっかけは、カリフォルニア大学リバー

スピントロニクスにおいて大変有用であることは疑
う余地も無い。

サイド校 (UCR) に在学中、所属していた研究室の

半導体スピントロニクスにおいて有効な観測手段

Harry Tom 教授が、永嶺謙忠先生と共同研究を始

というのは、実はそれほど多くなく、もっぱら光学

めたことであった。私もそのプロジェクトに参加し、 的な手法が主である。しかも、後述のように適用可
最終的にはその時の一連の研究が筆者の博士論文に

能な系がさらに限定的で、筆者のフォローしている

なり、本稿で紹介する実験であるわけだが、それ以

範囲では、研究が行われているのは、ガリウム砒素

前は液相の水分子の分子動力学シミュレーション、 (GaAs) とその他、二～三種類の化合物半導体であ
強磁性体のナノワイヤー上における磁気ドメインの

る ( 今は他にもあると思うが )。これは光学的な手

イメージング、フェムト秒パルス再生増幅システム

段が、スピン軌道相互作用の強い系に限るという条

の構築など、結構節操無く (?) 色々な物に手を出し

件によるもので、その範囲にない系、例えばシリコ

ていた。指導教官であった Tom 教授はレーザー分

ンやゲルマニウムは、非常に重要な半導体にも関わ

光学と非線形光学がご専門だが、科学的な興味の範

らず、その電子スピンの実態はほとんど知られてい

囲が大変広く、自分の得意な技術を活かして新しい

ない。特に、核スピンを持たないシリコンの電子ス

分野に挑戦するという、フロンティア精神の旺盛な

ピンは相当な長寿命が期待され、その直接的な観測

方である。そのおかげで、筆者も色々な勉強をさせ

が可能になれば、学術的にも産業的にもそのインパ

て頂く機会に恵まれた。

クトは計り知れない。

本稿で紹介する実験のオリジナルのアイデアは、

MuSR がそのようなプローブとなることを確認

山梨大学の鳥養映子先生が出されたもので (ref. 1)、 す る べ く、UCR と 理 研 RAL を 中 心 に 2007 年 に
半導体中に形成されるミュオニウム (Mu) は、その

共同研究が始まった。そのためにはまず、既知の

束縛電子と伝導電子とのスピン交換相互作用によ

系で原理実証をしなければならない。その理想的

り、伝導電子スピンの偏極方向に感度を持つはずで

な系として GaAs がある。GaAs 中の Mu について

ある、というものである。ご存知の方も多いと思

は、既に多くの研究が行われており、良く理解さ

うが、通常の MuSR のシグナルで見ることができ

れている (ref. 2)。また、GaAs の伝導電子スピン

るのは triplet 状態 ( ミュオンスピンと電子スピン

の研究は、カリフォルニア大学サンタバーバラ校

が平行状態 ) の Mu であって、singlet 状態 ( ミュオ

の Awschalom ら が Magneto Optical Kerr Effect

ンスピンと電子スピンが反平行状態 ) のものは Mu

(MOKE) を用いた先駆的な研究をしており (ref. 3)、

hyperfine interaction による速い回転により観測に

そ の 後 の 研 究 で、 電 子 ス ピ ン は 低 温 下 で お よ そ

掛からない。従って、Mu を形成する物質中におい

100ns 程度の寿命を持つことが知られている (ref.
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4)。そこで、GaAs 中に Mu を形成後、バンドギャ

ここではその詳細は省くが、DP 機構の根っこにあ

ップ相当のエネルギーを持つ、円偏光した光子で伝

るのは、スピン軌道相互作用である ( 詳細は、例え

導電子スピンを励起し、MuSR のスペクトルがその

ば ref. 5)。

影響でどのように変化するかを観測することにし
た。

GaAs の場合、スピン軌道相互作用が強いゆえ、
OSO と TRKR 測定が可能であり、電子スピンは DP
機構により緩和する。また、ことはそれほど単純で

2.

スピン軌道相互作用
ここで、スピン軌道相互作用のこの問題に対する

はないにせよ、その逆がスピン軌道相互作用の弱い
シリコンについて言うことができ、光学実験が適用

重要性について、簡単ではあるが触れておきたい。 出来ない理由と、DP 緩和が無いことなどから長寿
電子は原子核の作る電場中の軌道を回っているの

命の電子スピンの期待が説明される。

で、電子の立場から見ると、そこに磁場があるのと
等価となる。この有効磁場を感じて、電子スピンが

3. 本実験の難所

偏極するのがスピン軌道相互作用である ( 大変ざっ

このように、GaAs に電子スピンを励起するには

くりとした説明であるが )。平衡状態では電子の回

OSO が便利なわけだが、MuSR と組み合わせる際

る方向はランダムで、従って電子スピンの偏極は無

に一つ問題が発生する。それは、打ち込まれるミュ

い。ところが、円偏光した電場で、ある方向に強制
的に回してやれば、統計的に見て、その回転する電
場方向に対応した電子スピンが立つことになる。従
って、左巻きと右巻きの円偏光により異なるスピ
ンの向きを作り出すことができる。これが optical
spin orientation (OSO) の原理である。次に、この
ようにしてスピンの立った系は当然磁化を持ち、軌
道上の電子はこの磁場と、核の電場の中を動くこと
になるから、ローレンツ力を受ける。電子の回る向
きにより、その軌道はローレンツ力により少し変形
するから、左巻きと右巻きの光に対して異なる軌道
となり、従って屈折率はそれぞれの場合で異なる (

図１: Time resolved Kerr rotation spectroscopy
の実験配置

屈折率のミクロスコピックな対称は物質中の電子の
動き )。このことは、左巻きと右巻きの重ね合わせ
である直線偏光が入射した場合、その偏光面の傾き
となって現れる。これが MOKE の原理である。
図 １ に 反 射 型 の Time Resolved Kerr Rotation
(TRKR) spectroscopy の模式図を示した。円偏光し
たポンプ光が物質中に電子スピンを励起し、直線偏
光したプローブ光が少し遅れて入射し、反射光の偏
光面の変調を測定する。そして、プローブ光の入射
のタイミングをずらし、電子スピンの緩和を測定す
る。ちなみに図１は TRKR の一例に過ぎず、ジオメ
トリ、偏光の方向など、目的に合わせた色々な組み
合わせがある。

図２(a) GaAs の Time resolved Kerr rotation の

物質中の電子スピン緩和の種類は三つあり、そ

時間スペクトル (Nex は入射面での励起電子数

れぞれ発見者の名前が冠されているが (Dyakonov-

密 度 )。830nm ポ ン プ、811nm プ ロ ー ブ。

Perel’, Elliott-Yafet, Bir-Aronov-Pikus 機 構 )、 低 温

(b) フィットにより導かれた、表面での励起電

の GaAs 中で最も効いてくるのが DP 機構である。

子密度 (ne) とスピン密度 (ns) の時間変化。

64

「めそん」No.33, 2011 年

春

Professional へのスピリッツ

オンとの空間的重ねあわせである ( そしてこれは、 スタットにより 15K 程度まで冷却することができ
Laser-stimulated MuSR を行う際に常につきまとう

る。ヘリウムガスを熱交換ガスとして用いることで、

問題だと思われる )。周知のようにミュオンは物質

サンプルを接着剤で固定する必要が無いので、熱収

中で、その物質の密度に応じて、深さ方向に分布

縮によるひずみや、温度の不均一を完全に無くすこ

をとるわけだが、バンドギャップ (GaAs は低温で

とができる。また、実はこのひずみによる結晶構造

815nm) 以上のエネルギーを持つ光子は強い吸収の

の変化が GaAs の電子スピンの寿命に少なからず影

ため、入射面の表面近くで止まってしまい、従って

響を与えることが分かっている。本実験では、電子

励起される電子スピンも表面近くに集中し、ミュオ

スピンの寿命が低温になるほど長くなることから、

ンとの重ね合わせを取ることは難しい ( 拡散は遅す

常にクライオスタットの最低温 (15K) で冷却してい

ぎてこの場合期待できない )。そこでどうしても、 る。
吸収の低い、バンドギャップ未満のエネルギーの光

図４に実験の様子を示した。このように、ミュオ

子で伝導電子スピンを励起しなければいけない。と

ンビームとレーザービームとは互いに逆方向にサン

ころが、現在までそのような心配 (350µm の GaAs

プルに入射し、ミュオンが打ち込まれてから約 1µs

ウェハの厚さ方向に渡って一様に電子スピンを励

後にレーザー光が入射する。また、レーザー光の円

起する ) をした研究者はおそらく無く、当然ながら

偏光をパルスごとに右巻き、左巻き、と交互に変え

その可否を判断する予備実験を我々で行わなけれ

ることで、励起される電子スピン偏極を、ミュオン

ばいけない。そこで筆者は Two-color nanosecond

に対して平行・反平行に変えることができる。

TRKR 測定系を開発した。通常の TRKR では単一の

ここでまず、レーザー光が円偏光していない場合、

波長をポンプとプローブに用いるが、この実験系は

つまりスピン偏極のない伝導電子を励起する場合

二つの波長可変な dye レーザーシステムから構成

に、どのようにミュオンの時間スペクトルに影響を

され、例えば 830nm ポンプと 811nm プローブの

与えるかを図５に示した。縦磁場 1kG の下で、Mu

ように、バンドギャップ以下のポンプ光でスピンを

スペクトルは図５の黒点のように、緩和する成分

励起しつつ、伝導帯中の電子スピンをプローブする、 (Bond-center Mu の 寄 与 ) と コ ン ス タ ン ト の 成 分
ということができる系である。図２(a) に得られた
TRKR スペクトルを示した。また、得られた時間ス
ペクトルを適当な物理モデルを立て、そのフィット
を行えば、励起キャリア密度とスピン密度の時間発
展を導くことも可能である ( 図２(b))。このように
して below-bandgap OSO を観測し、その電子スピ
ンの励起効率はバンドギャップエネルギーで励起し
た場合と殆ど変わらないことも確認した。
4. Laser stimulated MuSR 実験
さて、このように電子スピンをサンプル内に一
様に励起できることを確認した上で、イギリスの

図３

理研 RAL ポート 2 のレーザーキャビン

とレーザー伝送系の概観。

理研 -RAL ミュオン施設において MuSR 実験を行っ
た。本施設の実験ポート 2 には、Pavel Bakule 氏
らが制作したレーザーパルス伝送システムが付属し
ており、レーザーキャビンには紫外から近赤外まで
波長可変の OPO (optical parametric oscillator) レー
ザーと、それをポンプする、Nd:YAG レーザーとが
備わっている。参考までに、図３にその様子を示し
た。サンプルとなる GaAs ウェハは、ヘリウムガス
を充填したサンプルホルダーに密閉され、クライオ
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(T-site Mu と Mu- の寄与 ) とから成る (ref. 2, 6, 7
などなど )。レーザーが入射した場合、そのタイミ
ングでミュオンの asymmetry はステップダウンに
落ちる。これは励起した ( 無偏極の ) 伝導電子スピ
ンと Mu の間でスピン交換が行われ、Mu の triplet
状態が交換して singlet 状態になることでミュオン
スピン偏極が失われることによる (ref. 8)。実際、
レーザー強度を上げて励起する電子数を増やすと、
この減り幅はそれにほぼ比例して大きくなる。また、

図６

レーザー波長を変えることでも、この効果を増減す

クション

レーザーを円偏光させ、スピンインジェ

ることができる。つまり、あまり波長が短いと前述
のように空間的重ね合わせが取れなくなり、また、 電子スピンの性質が未知の半導体に応用されること
波長が長過ぎると光子のエネルギーが十分でなくな

が期待できる。その後の追試実験により、伝導電子

り伝導電子を効率的に供給できなくなる。従って効

スピン偏極に反応しているのは、正確には Mu 単独

果が最大になる波長が存在し、それは波長依存性の

ではなく、電子対を持つ Mu- も重要な働きをして

測定から、830nm 程度と判明した。

いることが分かった。しかし、いずれにせよ、この

波長 830nm で below-bandgap OSO を確認した上

効果は上に述べた Mu の triplet/singlet 状態の性質

で、光を円偏光させた場合の実験結果が図６である。 によっている。実際に物質内で起こっている現象を
ミュオンと電子のスピンが平行・反平行の場合で、 完全に説明することは中々難しく、実はそれが本実
明らかに差を見ることができる。反平行の場合のほ

験の誌面上での報告を遅らせているが、原稿はまと

うが下げ幅が大きいことが分かり、これは前述の原

まりつつあり、近日中にどこかで報告できると思う。

理により、スピン交換で singlet がより多く生成さ

最後に、共同研究者の方々 ( 以下敬称略 )、永嶺

れることを示していると考えられる。シグナル自体

謙 忠、 下 村 浩 一 郎、Harry W. K. Tom、Roland K.

は小さく、多くの統計を必要とするが、レーザー強

Kawakami、Pavel Bakule、 松 田 恭 幸、 石 田 勝 彦、

度、磁場の大きさ、温度を変えることで我々の物理

大石一城、Francis L. Pratt、白木一郎、鳥養映子に

モデルが概ね正しいことを確認することができた。

深く感謝して、本稿を終わりとしたい。
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図５

レーザー無しの MuSR スペクトルと無

は物質中の不純物や格子欠陥による、”tail state” と

偏光のレーザーを入射した場合のスペクトル

いう状態が価電子帯と伝導帯からバンドギャップに

の変化。縦磁場 1kG、T=15K、レーザー波長

向かって伸びているからで、バンドギャップエネル

831nm、 レ ー ザ ー パ ル ス エ ネ ル ギ ー 1.3mJ/

ギー以下でも吸収は存在する。

pulse。挿入図は差をとったもの。
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世界のミュオン
施設を利用して
高エネルギー加速器研究機構
物質構造科学研究所
小嶋健児

PSI 低エネルギーミュオン施設
（LEM：2010 年 11 月 17—22 日）

ユーザーズミーティング（2010/1/27）
提出された申請課題は書類選考の上、（そこで落
選しなければ）ユーザーズミーティングでの発表

筆 者 の 所 属 す る KEK 物 構 研 ミ ュ オ ン 及 び （12 分発表３分質問の計 15 分）が要求される。カ
J-PARC/MUSE の最優先プロジェクトは、J-PARC に

ナダ TRIUMF でのように、ウェブ会議システム等

超低速ミュオン源を建設し、表面・界面の研究にミ

のリモートプレゼンテーションは可能か？と尋ねた

ュオンを利用できるようにすることである。そのた

ら、「設備がないからダメ」とのこと。実際は、設

めには、低速化したミュオンを使った実験を経験し、 備がない、というより、実際に会って話すことを重
その「使い方」を予め習熟しておく必要があるので、 要視する文化のためと思われる。もちろん、実験さ
スイス PSI の低エネルギーミュオンを使うプロポー

せていただきたいので、たった 15 分の発表の為に

ザルを申請し、採択された。最初の実験を 2010 年

片道 12 時間の空の旅（スイス往復２泊３日）に出た。

11 月に行って来たのでここに報告する。

最も、実験の前に施設や試料周りの状況を見学する
ことは重要であった。また、これまでの筆者の経歴
ではあまり縁のなかったヨーロッパのミュオンコミ

課題申請（2009/12/7）
PSI の通常のミュオンを使った課題申請は年２
回あるが、低エネルギーミュオン装置（LEM=Low

ュニティの人々と夕食を共に出来たなど、大変有益
で密度の濃い２泊３日であった。

Energy Muon）を使った課題申請は年１回だけで、
通常は 12 月上旬である［1］。今のところ、ユーザ

施設への交通・宿泊・入域手続き

ーに開放されている低エネルギーミュオン施設は全

PSI の最寄りの空港（チューリッヒ国際空港）へ

世界でも PSI の LEM だけであるので、申請課題／

は直行便が飛んでいる。午前 11 時頃に成田を出発

採択課題の比は３倍以上と、とても競争率が高い。 し、同日の午後４時頃チューリッヒに着く。その後、
さらに、低エネルギー化できたミュオンの数が少な

電車で Zurich H.B.（チューリッヒ中央駅）に出て（約

く、測定のスピードが通常の µSR の数分の１ぐら

10 分）、そこで Basel/Baden 方面の電車に乗り換え、

いしかないので、年１回しか課題を募集できないよ

Brugg という駅で降りる。（約 30 分）。初めて PSI

うだ。

に行った時は、乗った電車が正しいか確信が持てな

課題申請は他のミュオン施設と同様ウェブを通じ

いので、きょろきょろしながら電車の通路を歩いて

て行うので、前もってユーザー ID 等のアレンジが

いたら、ちょうどミュンヘンから PSI に行く途中の

必要である。

Sarah Dunsiger が声をかけてくれて、その後は PSI
までガイドしてもらえてラッキーであった。Brugg

「めそん」No.33, 2011 年

春

67

世界のミュオン施設を利用して

でバスに乗り換え、20 分後ぐらいに PSI-West とい

金がかかる直前でキャンセルしている、と推察され

う門の前のバス停に着く。乗り換えがうまくいって

る。

午後６時ぐらいである。鉄道は改札がないので、予

バッジやカードの発行は正門となりのユーザーズ

め券売機で切符を買う必要があり、スイスフランと

オフィスで行うが、時間外でも守衛所で行ってもら

ユーロの現金とクレジットカードが使える。バスは

える。安全教育は講堂のある建物内の PC で行い、

降車時に車内でも料金を払える。

24 時間可能である。PSI は元々ミュオンだけの施
設であったのが、中性子 (SINQ) と放射光 (SLS) が
できて、圧倒的に多くのユーザーがこの二者に来る
らしく、バッジを発行してくれた守衛所のおじさん
が、"Are you visiting SLS or SINQ? ・・・Oh, SµS."
と言っていたのが印象的であった。
宿舎からミュオン実験施設が入っているメゾンホ
ールまでは、歩いて 5 分ほどで、途中に講堂＋図
書館があり、２分ほど行き過ぎてカフェテリア（朝
食もあり）があるので、平日は生活に困らない。週
末はカフェテリアもレストランも閉じるが、カフェ
テリアに食事の自動販売機と電子レンジがあるの

PSI 内部のレストラン。シェフが取った賞（研

で、質を問わなければ食いつなぐことができる。

究施設付属レストラン No.1）の盾が玄関入っ
てすぐに飾ってある。

低エネルギーミュオン施設（LEM）
PSI の低エネルギーミュオン施設（PSI-LEM）に
到着後、最初にすることは、試料を試料ホルダにマ
ウントすることである。試料ホルダは直径６センチ
ぐらいのアルミの板に銀のコートがしてある。ミュ
オンのエネルギーを試料ホルダに掛けるバイアス電
圧（± 15kV）でコントロールするので、試料表面
と試料ホルダの電気的導通を取る必要がある。我々
の試料は、絶縁体の基板の上に銅酸化物超伝導体の

ユーザーズミーティング前夜、レストランで

薄膜を成長させたものであるので、銀ペーストを基

食事をしていたミュオン関係者。右から Sarah

板裏から固定のために用い、さらに表面にかかるよ

Dunsiger (Munchen), Thomas Prokscha (PSI)。

うに銀ペーストを周囲から盛った。最後に試料ホル

外部評価委員２名、左端は筆者。

ダと試料表面の導通をテスタで確認した。

宿泊は、PSI の Hostel や GuestHouse が所内にあ
り、25 分歩いた Villigen 村にもホテルが２−３軒
ある。J-PARC に限らず、宿舎の問題は常にあるよ
うで、ユーザーズミーティングでも話題になってい
た。PSI の所内宿泊施設の問題は、１ヶ月前ぐらい
に予約を入れようとすると、常に「キャンセル待ち」
となってしまうが、2-3 日前に「取れました」と言
う連絡が来ることである。おそらく、準備の良すぎ
るグループがいて、ビームタイムが決まると（来る

試料ホルダに 1/2 インチ基板を固定しようと

かどうか分からない人の分も）すぐ予約を入れ、料

しているところ。ホルダ上の液体は銀ペースト。
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算コード (TRIMSP) にて、各ミュオンエネルギーに
対して、測定試料中でどれくらいの深さ分布するか
を計算しておく必要がある。これは、PSI 側の共同
研 究 者（Andreas Suter と Hubertus Luetkens） が
予め計算してくれた。測定時は常にこのレンジカー
ブを見ながら、試料中の測定したい深さ領域をミュ
オンの入射エネルギーで選ぶ、という航海における
海図のような役割を担っている。

試料交換風景。クライオスタット（Konti）に
試料ホルダを載せ、バイアス電圧用の線を取り
付けようとしているところ。左手下の真鍮の筒
は後に上からかぶせるガード電極。上方のロー
トは窒素ガス吹き付け用。

低エネルギー µSR スペクトロメータにクライ
オスタットを挿入しているところ。後ろ姿は
Luetkens.
測定結果の詳細に関しては、未発表データなので、
ここで述べることはしないが、通常の µSR と異な
低エネルギーミュオンの薄膜試料中のレンジカ

る点がいくつかあるので概略を述べる。

ーブの例。ミュオンの打ち込みエネルギーに対
する表面からの停止位置分布を計算してある。

・ミュオンスピンの向きが試料表面に平行である点
これは、ビームラインに静電ミラーが入っていて、
低エネルギー化できたミュオンだけを拾ってくる構

試料位置でのビーム径は、直径２センチ弱程度と

成になっているためで、結果として、試料位置でミ

のことで、１インチ角基板ならバックグランドフリ

ュオンのスピンの向きは進行方向に直角である。こ

ーであるが、1/2 インチ角基板では（測定は出来な

の点は、いわゆる縦磁場（H//Pµ）測定をほとんど

くはないが）銀のシグナルが混入するらしい。

不可能にしている。先日 PSI の Elvesio Morenzoni

なお、PSI の低エネルギーミュオンの生成法、ビ
ームライン構成等は、LEM のウェブページ［2］を

と話したところ、近いうちにスピンローテーターの
導入計画があるとのことで、改善されると思われる。

参照いただきたい。
低エネルギーミュオンを用いた µSR 測定は、通

・トリガカウンタが難しいこと

常の µSR にはない、「ミュオンの打ち込み深さ」と

DC ミュオン施設の宿命として、時間分解 µSR が

言うパラメータが存在し、そのコントロールが出来

可能であるためには「ミュオンが来た」と言うタイ

ることが薄膜試料の測定に対する大きな強みであ

ミングを何らかの方法で測って、測定の時間原点に

る。実験に先立って荷電粒子の物質内の到達深さ計

する必要がある。低エネルギーミュオンは数十〜数
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PSI のミュオン実験施設で特筆すべきは、試料環
境の完成度が高いことである。例えば、クライオス
タットの各温度の熱容量に対して温度コントローラ
の PID 値とヘリウムフローが最適化されていて、
「設
定温度に向かって直線的に昇温し、設定温度でぴた
りと止まり、オーバーシュートもアンダーシュート
もしない」という驚くべき振舞いをする。また、温
度・磁場といった試料環境のみならず、ビームライ
ンの真空系、電磁石、ビームブロッカーなどのビー
ムラインコンポーネントを含めてシーケンスコント
ロールできる。
低エネルギーミュオンの入射部。モデレータ後
のビームが左手から来て、図中手前の静電ミラ

PSI の低エネルギーミュオンはクライオガスモデ

ー（四角い枠２枚）で低エネルギーミュオンだ

レータによる減速で生成されるので、定期的にモデ

け奥に反射する。低エネルギー化されなかった

レータクライオスタットに液体窒素を汲み足す必要

大部分のミュオンは右手方向に抜ける。奥の丸

があるが、これは既に自動化されていて、ビームタ

い穴の向こう側にトリガカウンタがある。

イムの最初に決まったガスと厚さのモデレータを生
成しておけば、後は自動的に保持される。測定も方
針だけ決めておけば、（トリガカウンタの連続放電

百ナノメータの物質厚で止まってしまうので、通常

にだけ注意を払って）すべて Autorun シーケンス

のシンチレータをビームライン上に置くことが出来

を書いて走らせて、居室または自宅に帰るスタイル

ない。PSI では高電圧をかけたマルチワイヤカウン

で、夜間のカウンティングルームは無人であった。

タをトリガとしているが、ミュオンを散乱してビー
ムが広がる上に、試料の電圧バイアスを最大値に近
づけたり、試料を低温から常温近くに戻して脱ガス
が発生すると、トリガカウンタの連続放電が起こる
可能性がある。そのため、必要に応じてゲートバル
ブを閉じたり、トリガカウント（放電を含む）をモ
ニタしながら注意深くバイアス電圧を上げたり、と
いうことが必要であった。この点は、J-PARC で計
画している超低速ミュオンはトリガカウンタが不要
なので、圧倒的に有利である。
・Time of flight 差によるノイズ
静電ビームラインで決まったエネルギーの低エネ

PSI の Suter がクライオガスモデレータを生成

ルギーミュオンを集めてくるといっても、特に低エ

している。LEM の試料環境／ Autorun ／解析

ネルギーではエネルギーの分布が飛行時間（TOF）

環境は彼が管理しているらしい。「モデレータ

の分布になってしまい、スペクトルの始めの数十ナ

生成は手動」と苦笑していた。

ノ秒は使えない、と言うことである。従って、DC
ミュオン施設とは言っても、測定できる緩和率は数
—1

十 µs

コンピュータネットワーク環境は、PSI 構内の宿

が限度で、あたかも通常のパルスミュオン

舎に無線 LAN が来ていて、パスワードなしに接続

源での µSR のようであった。ミュオンカウントも

できる一方、実験施設の LAN とは切り離されてい

毎秒 8000 くらいしかなく、昔の KEK-BOOM を彷

て、SSL-VPN のアカウントを取得しない限り実験

彿とさせるゆっくりとした測定であった。

状況のモニタはできない。筆者は時差ぼけもあり、
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Autorun シーケンスがある程度進んで、その見直し
が必要なタイミング（午前３時ぐらい）に宿舎か
ら実験場まで歩いて通っていた。徒歩 5 分だから、
大した距離でもないのだが、ヨーロッパ人にはとて
も勤勉に見えたらしく、“Japanese experimentalists
are deligent!” 等と言われた。実験場の建物ドアを
開けると電源室でその反対側にメゾンホールへの階
段があるのだが、夜間は照明が落ちていて、確かに、
夜中に人が来るとは想定されていないらしい。電源
室の照明スイッチのありかが分からないので、電源
のパイロットランプのぼんやりとした明かりを手が
かりに、手探りで階段に向かって進んで行く、とい
う加速器実験施設では滅多にない経験をした。PSI
の共同研究者にそんな話をしたら、翌日から電源室
の照明が付けっぱなしになっていた。
解析環境
既に前号の「めそん」で理研の石井さんが報告さ
れているように [3]、PSI のデータ解析環境は大変
整っていて、各ミュオン施設のツールが使えるよう
になっている。PSI の主な解析ツールは musrfit で
あり、これは、TRIUMF でよく使われている msrfit
をエディターベースの統合環境化したようなもの
である [4]。RAL の F.L.Pratt 作の WiMDA もそうで
あるが [5]、マニュアルがしっかりしていて、それ
実験エリアからの退域。メゾンホールからの退域

を参考に筆者の Mac でも半日程度で musrfit が走る

にはハンドフットモニタを通る必要がある。写真

ようになった。なお、PSI の µSR ヒストグラムは

は宮崎くん。インターフォンで入退域する人数を

CERN の root ファイルとして保存されているので、

報告する（ドイツ語）。

同じ root を採用している J-PARC のデータも、ファ
イル形式さえ揃えれば musrfit で解析できるように
なるはずである。コマンドラインベースでかつ、マ
ニュアルのあまり整備されていない msrfit より初心
者への敷居が低いので、近い将来、J-PARC の root
ファイルも PSI 準拠にする予定である。
まとめ
ユーザーが使える施設としては、世界に PSI にし
かない、低エネルギーミュオンを今回初めて使わせ
ていただいたが、薄膜試料の磁性や超伝導に「ナノ
メータスケールの深さ依存性」という全く新しいパ
ラダイムを与える、大変面白いツールであった。そ

２回目の試料交換はやらせてもらった。左か

の一方で、DC ビームならではの不便や、低エネル

ら 平 石 く ん、 門 野 さ ん、 心 配 そ う に 見 守 る

ギー化する機構に起因する限界も見えて来た。そ

Andreas Suter、筆者。

の意味で、PSI のエネルギー分解能をはるかに上回

「めそん」No.33, 2011 年

春

71

世界のミュオン施設を利用して

り、パルス状ビームを供給するであろう J-PARC の

[1]http://lmu.web.psi.ch/facilities/next_call.html

超低速ミュオン施設は、ミュオン物性分野に全く新

[2]http://lmu.web.psi.ch/lem/index.html

しい境地を切り開くと思われる。また、スイス／ヨ

[3] 石井康之「めそん」No.32, 62-64 (2010)

ーロッパ的な匠の技、日常の研究生活を重要視する

[4]http://lmu.web.psi.ch/facilities/software/

自動化測定化への執念に触れ、立ち上がったばかり

musrfit/user/intranet.psi.ch/MUSR/WebHome.html

の J-PARC ／ MUSE 施設も早くそのレベルにしよう、 [5]http://www.isis.stfc.ac.uk/groups/muons/
と決意を新たにした実験旅行であった。

downloads/downloads4612.html

PSI 番外編
PSI ＋ ミ ュ オ ン と い う 組 み 合 わ せ で は、MEG
（Muon-Electron-Gamma）実験が低エネルギーミュ
オン以上に有名で、この稀崩壊の確率を標準理論の
限界以上に計測する努力が行われている。
MUSE ミュオングループがその建設で特別賞をも
らった同じ年の高エネルギー加速器研究奨励会の
「小柴賞」は、MEG 実験の COBRA スペクトロメー
タを開発した大谷 航さん（東京大学素粒子国際セ
ンター）が受賞している。
筆者は彼と二十数年来の知り合いで、PSI の構内で
バッタリ会ったので、MEG 実験のセットアップを
見せていただいた。写真右奥が大谷さん、左手に見
えるマグネットは COBRA スペクトロメータの片側
である。この洩れ磁場が周囲のビームラインのミュ
オンを曲げて、問題となっていたが、その対応策を
取ったのが今回の低エネルギーミュオン測定の共同
研究者の一人、Luetkens らしい。素核・物性とも
ミュオンという切り口で同居しているのがこの分野
の面白みであろう。

72

「めそん」No.33, 2011 年

春

国際会議に参加して

に関する報告があるのみだった。印象的だったのは、
PSI の Pomjakushina 氏の Fe(Se,Te) 単結晶育成に関

Inorganic Materials
Biarritz, France

する発表で、結晶成長のための相図が細かく報告さ
れていた。日頃、単結晶を下さいとお願いする立場
としては、改めて単結晶試料育成の難しさを実感さ
せられ、気軽に依頼しにくくなってしまった。筆者
は、鉄砒素系超伝導体の最新の µSR 結果を口頭発

独立行政法人理化学研究所

表で報告する機会を与えてもらえた。KFe2As2 単結

仁科加速器研究センター

晶試料による、磁場侵入長の異方性 (H || c 及び H

岩崎先端中間子研究室

|| ab) の測定から、本系では超伝導ギャップに水平

大石一城

ラインノードが存在することを実験的に初めて観測
したことを報告した。今回の会議で唯一 µSR に関
する報告であったので、発表内容に心がけたつもり
であったが、発表後、会場のある研究者から、
「µSR
は難しいね」と言われてしまった。分かりやすい、
伝わりやすい発表を行うことの難しさを痛感させら
れた。

2010 年 9 月 12 日から 14 日までフランスのビア
リッツ (Biarritz) にて無機材料に関する第 7 回国際
会 議 INOR2010 (Seventh International Conference
on Inorganic Materials) が開催された。この会議は
無機材料研究のほぼすべての分野を網羅する会議で
あり、世界各地で 2 年に 1 回開催されている。開
催地であるビアリッツは、フランス南西部のスペイ
ンとの国境近くに位置するリゾート都市であり、バ
スク地方と呼ばれる文化圏に属している。筆者にと
っては、今回がこの会議への初めての参加であり、
µSR の会議とは違った物質開発に関する研究成果に
多く触れることができた会議であった。

INOR2010 会議場

会議は、金属酸化物及び金属間化合物の固体化学、
多機能性材料、マルチフェロイック材料、エネルギ
ー変換・貯蔵材料、新規高温超伝導体、ナノマテリ
アルと極めて広い分野にわたったテーマのセッショ
ンが行われ、口頭発表 24 件（6 件の招待講演を含む）
及びポスター発表 276 件の発表が行われた。場所
柄、ほとんどがヨーロッパからの参加者であり、ア
ジア及び北中南米からの参加者は数少なかった。日
本からは、招待講演として東大の十倉先生及び阪大
の木村先生がマルチフェロイック材料に関する講演
を行った。
新規高温超伝導体のセッションは、ほとんどが鉄
砒素系超伝導体の話題で、数件の銅酸化物超伝導体
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9 月中旬であったにもかかわらず、開催地では日差
しがとても強く連日ビーチには、大勢の人たちが押
し掛けていた。ここビアリッツは、サーフィンのメ
ッカとしても有名らしくウェットスーツ姿で裸足
で街中を駆け抜けていく人たちとも多々すれ違っ
た。会議場の窓からこんな景色が見えてしまうのは
罪である。ビアリッツの街自体は小さく、観光名所
は徒歩圏内であるので、お昼休みの時間は、散歩が
てらビーチや灯台など探検するのにもってこいであ
った。それにしてもこんなに天候に恵まれているの
であれば、水着を持参すべきだった。筆者は理研
-RAL 支所よりこの会議へ参加したのだが、9 月の
イギリスは毎日曇り空でコートが必須の寒さであっ
た。まさかお隣の国がこんなに暑いとは思いもしな
かった。発表内容に加え、現地情報の事前準備の重
要性をつくづく実感させられた。
最後に、今回の会議で初めて「サングリア」とい
う飲み物に出会った。レセプションの際に飲んだお

ビアリッツで毎日楽しんだサングリア

酒が美味しく、名前を尋ねたところ、白ワインで作
ったサングリアだと教えてくれた。通常は、赤ワイ
ンで作るそうなのだが、レセプションでは白ワイン
バージョンでのおもてなしだそうである。程よい甘
さの中にオレンジやりんごのフルーツの酸味が心地
よく、ついついグラスが進んでしまう。作り方はお
店ごとに異なると聞いたので、会議の期間中、カフ
ェを見つけてはそのお店の味を楽しんでいた。
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たように思われた。今回は開催地が中国であったが、
単分子磁石への関心も高く、ポスター発表などでは

第 12 回分子磁性体国際会議
(ICMM 2010)
北京、中国

かなり現地参加者の積極的な議論の様子が見られ
た。一方で、分子磁性体の分野でも磁気プローブと
して重要な地位を占める µSR 測定の低次元分子磁
性体への適用について、S. J. Blundell の基調講演が
あり、測定原理から説き起こして分子磁性体への適

東京理科大学理学部

用に至るまでを紹介されており、µSR 測定のさらな

第一部化学科

る分子磁性のコミュニティでの発展が期待できた。

錯体物性化学研究室

分子磁性の分野は日本の研究者層は非常に厚く、本

榎本真哉

会議でも S. Ohkoshi らの高配位数プルシアンブル
ー類似体の機能磁性や O. Sato らの圧力、光、挿入
物質などでチューニング可能な磁性、Y. Einaga ら
の光による磁気状態や超伝導体制御などで存在感を
示していた。また、E. Coronado らは層状強磁性体
と層状超伝導体による磁性－超伝導共存系の開発に
成功した結果や、J. Campo らの粉末中性子回折に
関する Key Note において、いかに構造とスピンダ
イナミクスを共に検出しうるかといった講演を大変
興味深く聞くことができた。
私自身は、鉄混合原子価錯体において金属サイ

2010 年 10 月 8 日 か ら 12 日 ま で、 北 京（ 中

ト間に圧力で誘起される電荷移動を、4He ガス圧シ

国）の Four Points by Sheraton Beijing において第

ステムを併用した µSR によって検出した結果をポ

12 回分子磁性体国際会議（the 12th International

スター発表したが、特に µSR の基調講演をされた

Conference on Molecule-Based Magnets (ICMM)） Blundell 教授と直接お話しでき、ディスカッション
が開催された。2 年に一度開催されるこの会議は、 していただいたことが大変有意義であった。
有機－無機ハイブリッド化合物や複合物性を示す分

次回は 2012 年にオーランド（アメリカ）での会

子磁性体から、ナノマグネットや分子スピントロニ

議を控えているが、研究室立ち上げを機に新たな分

クス、生物学における分子磁性、さらには中性子や

子磁性のテーマに挑戦して、ICMM へは継続して参

µSR といった局所磁気プローブなど、分子性化合物

加していきたいと考えている。

の物性とその測定法を中心とした磁性体の国際会議
として幅広い話題を提供している。今回はこのよう
な話題について、70 件近い口頭講演と 260 件程度
のポスター講演が行われた。ICMM は特に専門性の
高い国際会議であるため、並走セッションは設けず
全ての講演について聴講できるように構成されてい
ることから、却って分子磁性近隣分野について見聞
を広めるのに適している。思えば学生時代に初めて
参加した国際会議が 98 年の本国際会議であり、最
近は定期的に参加していることからも思い入れの深
い会議である。
特に今回の会議に参加して思ったことは、やはり
トレンドがまとめに入ってきたテーマが強く意識さ
れるためか、単分子磁石に関する話題が特に多かっ
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低速ミュオンビームラインで展開されるサイエンス
について講演を行った。3 番目は JAEA 髭本さんと

第 2 回 MLF シンポジウム
つくば

私、幸田の共同講演として MLF 第 1 実験ホールで
計画されているもうひとつのビームライン、低速ミ
ュオンビームラインの概要について紹介した。これ
に続くサイエンスの報告では、まず東北大の足立さ
んが銅酸化物超伝導体の不純物置換効果について

高エネルギー加速器研究機構

非常に広範で系統的な研究結果を（とくに実際に

物質構造科学研究所

MUSE で実験されて感じたことなど、要望もお話い

幸田章宏

ただきました）、2 番手は JAEA 二宮さんが酸化窒
素分子への負ミュオン捕獲について、これまた系統
的な研究結果を、最後に物材機構

岡部さんが最近、

強相関電子として注目を集めつつあるイリジウム酸
化物についての実験結果報告を、それぞれ行った。
第 2 回 MLF シンポジウムが昨年の東海から今年
は会場をつくばへと移し、1/17 ～ 18 の 2 日間に
わたり KEK 小林ホールにおいて開催された。総参
加登録者数約 200 名、会場をざっと見渡して数え
ても優に 100 名は超える聴衆、会場の外には企業
ブースも並ぶなど、なかなかの規模の会議である。
来賓あいさつに続いて施設側からの現状についての
報告があり、これまで水素モデレータ系のアキュム
レータや He 冷凍機のトラブルなど予期しない運転
中断はあったものの、加速器としては順調に強度を
増し続けているということであった。2011 年 6 月
からは 300kW 供用運転が予定されており、中性子
フラックスの予測値としては現状 1MW 運転の SNS
を超えるのではないかという報告もあった。
1 日目の午後から 1 日半にわたって、MLF で得

講演の最後には東京理科大

福山先生が強相関電

子系の局所電子構造というキーワードの特別講演が
行われた。元々、30 分の講演枠を予定されていたが、

られた成果などのサイエンスの報告が続いた。1 日

講演のはじめにもっと長く話してもよいかという問

目の最後にはポスターセッションも設けられ、70

いかけがあり、聴衆一同、拍手で歓迎の意を表した。

件余りの発表があまり広いと言えない会場に所狭し

会議の最後には第 1 回 MLF シンポからの恒例とし

と並んだ。いったいこの通路は通り抜けられるの

て、ユーザーから施設側への直接、要望を伝えるセ

か？とつぶやきそうになるほどのポスターの間隔に

ッションが設けられた。現在、記帳方式である実験

これまたウソーと言いたくなるほど人が群がってい

ホールへの入退域管理が近々、カードリーダー式に

た。会場環境の不利を跳ね返すほどの熱い議論が繰

なることや、宿舎やレンタル自転車の状況改善など

り広げられているようであった。2 日目の午後はじ

地道ながらユーザーに身近な部分での進捗について

めのセッションではミュオン関連の 6 件の講演が

報告があった。一方で、アセトンや工作機械に象徴

行われた。1 番目は KEK 河村さんの今後、建設を

されるような、大学の研究者にとって思わずどうし

予定しているビームライン、とくに MLF 第 1 実験

て？と口をついて出てしまいそうな事柄も指摘され

ホールで計画されている超高速ミュオンビームライ

ていた。こうした安全にかかわることを単に体温の

ンの建設プランについて報告があった。つぎに山梨

違いと諦観してしまうことなく、ではどうすれば両

大

者にとって納得のいく解決が得られるのか、じっく
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鳥養先生がすでに建設計画が進行しつつある超
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りと話し合う場を醸成していかなければならないの
ではないかと感じた。いずれにしても時間のかかる
話である。
こうしたユーザーからの要望の最後に藤井先生が
「私はどちらの立場で話をすべきか戸惑うが…」と
前置きして話された内容はたいへん興味深いもので
あった。すなわち、ユーザーから施設への要望同様、
施設からユーザーへの要望を伝える場もあってもよ
いのではないか、と。具体的にはより積極的な成果
公表を、ということである。このことは会議冒頭の
文科省・量子放射線研究推進室々長

藤吉氏の挨拶

の中でも、社会へのアカウンタビリティとしての成
果公表を強調して述べられていた。藤井先生曰く、
SPring-8 では publication 数が少ないことに業を煮
やし、とうとう課題採択審査において過去の実験課
題の publication の有無を評点に勘案されるように
なったとのことである。我々が鞭に追い立てられて
火の輪をくぐるサーカスのライオンなのではなく、
まだ自由にサバンナを駆け巡ることができるのだと
いうことをどうやって証明すればいいのか…。いち
ばんよく知っているのはやはりライオンであろう。
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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

定である。

前回の報告（昨年 9 月）以降、物構研運営会議

一方、当学会会長をはじめ、運営委員が各方面で

が平成 22 年 10 月５日、平成 23 年 1 月１１日と

働きかけたこともあり、MLF 第一実験室（東）側

開催された。以下にミュオン科学研究系に関するこ

に整備予定の低速ミュオンビームラインおよび超高

とを中心に、主な内容を列記する。なお、物構研ミ

速ミュオンビームラインのうち、放射化による整備

ュオン共同利用課題審査委員会（PAC）も同年 1 月

作業の困難化が予想される部分（MLF 建屋の M2

13 日に開催され、S 型課題の審査が行われている。

トンネル内にかかる部分）について、ビームライン

・平成 23 年度概算要求 / 補正予算：

機器の手当を急ぐべきとの共通認識が関係者の間で

表記概算要求において KEK から新規項目として

出来つつある。当初、KEK 側では超低速ミュオン

文科省に提出された「超低速ミュオンビームライン」 ビームラインの整備を優先するため、概算要求項目
6.72 億円（三年計画：総額 17.47 億円）が、5.38

には敢えてこれらの事項を入れておらず、結果とし

億円に減額された形で財務省に持ち込まれたことは

て補正予算でも計上が見送られたが、この部分につ

前回報告した通りであるが、その後この予算要求は

いては平成 24 年夏に予定されている長期シャット

文科省から出る段階で通常の概算要求枠から外れ、 ダウンに合わせて機器の設置作業を行うことが切望
民主党政権の目玉政策であった「元気な日本復活特

されており、基本的に平成 23 年度の KEK 実行予

別枠（単年度事業）」の項目として計上されていた

算の中で最低限必要な機器の製作（図１中で S、H

ことが判明した。この特別枠については、約一兆円

と表示の部分に相当）を行なうための検討が進んで

の予算枠に対し、各省からの要求の総計が三兆円を

いる。

超えるなど、政府案段階での予算化が大いに危ぶま

・物構研戦略会議の設置

れる状況であった。ところが、概算要求〆切後間

従来、物構研の下にある各施設・研究系において、

もなく補正予算が組まれることになり、幸いにも

将来計画を含む研究方針の策定を行なう会議体とし

KEK からの要求項目が盛り込まれた補正予算案が

ては共同利用審査委員会（PAC）がその任に当たる

政府案として国会に上程され、審議の上 11 月末に

ことになっている。しかしながら、現状では PAC

承認された。これにより、超低速ミュオンビームラ

の委員構成や開催目的は実験課題審査に主眼を置い

インのうち、大強度低速（表面）ミュオンを取り出

ており、将来計画等の議論を行なう会議体として

す部分（図１中で左の二つの枠線内）までについて

PAC が必ずしも最適とは言い難い状況である。この

は整備が完了する見通しとなった。ただし、本補正

点、研究所の運営組織である物構研運営会議につい

予算は平成 22 年度予算であり、契約項目について

ても事情は同じで、およそ四半期毎に開かれる会議

は同年度内にこれを完了すること、および製作物の

の目的は「コミュニティー代表による物構研の監督」

納期も最長で平成 23 年度末までと、来年度の予定

の色彩が強く、運営会議自ら将来計画等を立案する

を相当程度前倒しする必要があり、当研究系をはじ

ような状況にはなっていないのが現実である。そこ

め関係各部局の職員はその対応に追われている。ま

で、物構研では PAC が担っていた任務の一部を切

た、先の概算要求で認められなかった平成 24 年度

り離して新たに「戦略会議」を設置し、そこで将来

以降の部分を KEK としてどうするかについては未

計画を含む研究方針の策定を行なうとともに、その
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結果を所長に対して答申することとし、設置要項を

が、当該委員会は J-PARC センターに属しているこ

含む議案を１月の運営会議で下村所長より提案、審

と、また建設第一期の終了に伴い共同利用研究が開

議の上了承された。なお、ミュオン科学研究系では、 始されている、という現状に鑑み、物構研として
昨年度より「J-PARC ミュオン戦略会議」をミュオ

PF-ISAC と同様な機能を持つ科学諮問委員会を中性

ン PAC の下に設けて将来計画等を議論しているが、 子・ミュオンについても設けるべきとの所長の判断
この会議体はそのまま上記の要項に基づいた委員会

に基づき、「物構研諮問委員会」（および各施設・研

として再定義される予定である。

究系に対応する SAC）の設置が運営会議に提案さ
れ、了承された。これにより、物構研ミュオン科学
諮問委員会（MuSAC）が正式に発足することとなる。
（なお、MUSE の運転保守に関わる部分については、
JAEA の協力を得て J-PARC センターの下で行なう
必要から、その部分についての諮問・答申は新たな
MuSAC の中で引き続き J-PARC センターと合同で
行なう予定であり、これを踏まえて委員会名も敢え
て J-PARC センターのものと同じ MuSAC を使用す
ることとした。）

図２：戦略会議、諮問会議のイメージ
2）ミュオン科学研究系
図１:MUSE 全体図．枠線内の超伝導湾曲ソレ

J-PARC MLF の体制、MUSE の全体的な状況、お

ノイド（H.22 機構長裁量経費）に加え、超伝

よび関連事項についての報告を行う。施設の運転状

導集束ソレノイド電磁石系（補正予算）が新た

況等の詳細は三宅氏の報告を参照されたい。

に措置された．

2-1）大学共同利用
・MUSE 稼働状況：

・物構研諮問会議 (SAC) の設置

夏期シャットダウン後 10 月 16 日から再開され

一方、各施設・研究系の研究成果等について外部

たビームタイムでは、中性子源でのモデレーター

評価を行ない、あるいは組織、運営のあり方等につ

用極低温水素循環系のトラブルにより、10 月下

いて外部から答申を行なう会議体としては「科学

旬（Run#35）の一週間、および 12 月上旬の一週

諮問委員会」（SAC）があり、既に放射光研究施設

間（Run#36）にわたり MLF でのビーム供給が中

（PF）では国際委員会（ISAC）として活動しているが、 止となったが、それ以外の期間については 120 kW
これについては未だ KEK として明確な要項・規定

でのビーム供用が行われた。11 月末までのビーム

がなく、所長の私的な諮問機関という位置づけであ

タイムは引き続き 2010A 期として実験に割り当

った。また、中性子・ミュオンでは主に J-PARC 施

ててられ、その中で六課題が実施された。12 月に

設建設および運転保守について諮問・答申を行なう

Run#36（2010B 期）を開始して以降は順調に稼働

国際委員会（MUSE では MuSAC）が存在している

し、年末年始のシャットダウンの後１月下旬から
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Run#37 が始まっている。なお、11 月末からは陽

中卓 ( 大阪大学 )

子ビーム出力 200 kW で運転が始まっており、デ

今回はこの中から四名の方に実際の評価をお願いし

ータ取得効率がこれに比例する形で向上している。

たことを付記しておく。
なお、今回は初めての S 型課題公募・審査である

・S 型課題公募：
J-PARC MUSE で行うプロジェクト型の研究課題

ことから、委員長の提案に基づき審査の手順につい

（ビームラインの改変等を伴うものに限定）を新た

ての議論が行なわれた。具体的には、S 型課題が新

にミュオン共同利用 S 型課題と定義し、その公募要

しい装置・設備の建設・整備を必要とする長期の実

項を平成 21 年度の物構研 PAC、および物構研運営

験計画であり、一般課題の審査で行なわれている採

会議で審議・承認を得たことは既に報告したが、今

択／不採択という二者択一の判定に必ずしも馴染ま

年度 10 月の運営会議では（公募要項に軽微な修正

ないと考えられることから、提案内容の科学的重要

を施した上で）年内に公募を行なうことをミュオン

性・意義と、新装置・設備の建設・整備実験を含む

科学研究系から提案し、認められた。これを受けて

実験計画全体についての実現可能性を分けて考え、

11 月初旬から 12 月 3 日まで公募が行なわれた結

以下のように必要に応じて二段階の審査を行なうこ

果、最終的に以下のような六件の応募があった。

ととなった。

これらについては、第一段審査として各課題に対
し四名の評価者（レフェリー）を割り当てて申請書

１）一次採択（Stage-1 approval）：
提案された実験の学問的意義が高く、また実験の

に基づく書類審査を行ない、その評価結果（匿名） 方法が妥当である場合、ミュオン PAC により「一
を資料として PAC 委員に配布した上で、１月１３

次採択」の判定が与えられるものとする。これによ

日の PAC 席上にて課題責任者からヒアリング（発

り、提案者は実験に必要な費用について支援当局と

表二十分、質疑応答十分）を行ない、採否を判定し

交渉（申請）を始めることが出来る。なお、実験課

た。なお、今回の応募課題六件のうち四件は素粒子・

題の内容によっては、ミュオン PAC の判断により

原子核分野の課題である一方で、当該分野を専門と

以下の「二次採択」に関わる審査を同時に行なうこ

する PAC 委員は二名（岩崎、久野委員）と少ない

とも出来るものとする。

ことから、審査の厳正を期すために PAC 委員に加

２）二次採択（Stage-2 approval）：

えて新たに外部の有識者八名を評価者として委嘱す

「一次採択」の後、ミュオン PAC は実験の実施可

ることとし、そのなかから PAC 委員長が選んだ評

能性を検討し、「二次採択」の判定を行なう。実施

価者に書類審査をお願いした。八名の方々の氏名を

可能性の判断は、新装置・設備の建設・整備実験に

以下に列記する（五十音順、敬称略）。

関わる技術的な到達度、実験費用見積もりの信頼性、

相原博昭（東京大学）、旭耕一郎 ( 東京工業大学 )、 人員配置の評価等に基づくものとする。
稲垣隆雄 ( 元 KEK)、笹尾登 ( 岡山大学 )、中野貴志

なお、「一次採択」の後、ミュオン PAC は「二次

( 大阪大学 RCNP)、早野龍五（東京大学）、森俊則 (

採択」の可否を判断するに際し、必要に応じて「実

東京大学 )、森義治 ( 京都大学 原子炉実験所 )、山

験課題技術評価部会（仮称）」を新たに設置し、研
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究所のプロジェクトとしての実施可能性を様々な側
面からの評価を行なうことができる。
３）判定結果の通知、および実験の実施について
「一次採択」及び「二次採択」の判定結果は、物
質構造科学研究所運営会議の審議承認を経た後、物
質構造科学研究所長から J-PARC センター長を通じ
て提案者に与えられる。「二次採択」をもって実験
は実施に移される。
ミュオン PAC では上記のような要項に基づいた
判定を行ない、現在その結果をミュオン PAC で確
定するとともに、物構研運営会議で審議・承認を得
る手続きを進めている。
2-2）施設整備関係
・超低速ミュオンビームライン
同ビームラインの基幹設備のうち、大立体角 MIC

図３：MPPC のバイアス電圧を変えながらプラ

電磁石の直後に置かれる「超伝導湾曲ソレノイド電

スチックシンチレータ＋ MPPC からの信号を

磁石」（図１参照）については平成２２年度〜２３

アナログボード /TDC-SiTCP ボードで処理し、

年度の複数年度契約で製造が行なわれており，平成

イーサネット経由で受けたデータ。最下段のデ

２２年度分として超伝導ソレノイドコイル部の製

ータではきれいな µe-decay 信号が見える。

作（東芝）が進行中である。この他に、電磁石を載
せて実験室側からビーム孔に導入するための移動架

TDC ボードのテスト、およびこれと組み合わせた

台、遮蔽体等の周辺設備も同年度中に製作、納入さ

MPPC 半導体検出器をベースにした陽電子検出系の

れる予定になっている。また、平成２３年度には電

テストを行ない、図３のように１２月の run で実際

磁石外套部分の製作が行なわれ、全体として完成し

に µe-decay の時間スペクトルを観測することに成

たものが平成２３年度夏のシャットダウンン時にビ

功した。これにより、従来 DAQ パソコン側に TDC

ーム孔に据え付けられる予定である。

を置いて光検出器（フォトチューブ）からの信号を

一方、上記ソレノイドの後段に設置される「超伝

引き回していた従来のスタイルを脱し、光検出器か

導集束ソレノイド磁石系」（図１参照）については、 ら TDC までを一体のモジュールにした陽電子検出
補正予算で措置されることが決まり、現在国際競争

器システムの目処が立った。この結果を基に、平成

入札（２月１日公告予定）に向けた準備が急ピッチ

22 度中に一体型の実機製作（128 チャンネル）を

で進行している。

行ない、µSR 実験に投入する予定である。

・ミュオン生成用回転標的

・D1/D2 ビームキッカーシステム開発

MUSE では、現在ミュオン標的の寿命を大幅に改

昨年来の懸案である本件については、全体装置の

善することを目指して回転標的の開発研究を行なっ

製作が完了し、現在 MLF 第二実験室で実負荷試験

てきた。現在、（株）入江工研が実機製作を行なっ

が行われている。試験が順調に推移した場合、実機

ており、平成２2 年度中に完成納入される予定であ

の導入は平成 23 年夏になる予定である。

る。
・データ収集系および新型陽電子検出器開発
MUSE の µSR 測定データ収集システムは、大強
度ビームに対処するためにギガビットイーサネット
上でデータ転送を行う SiTCP という新しい概念（ハ
ードウェアを含む）に基づいたシステムを導入し、
順調に稼働している。2010A 期の終盤から 2010B
初めにかけては、SiTCP をインターフェースに持つ
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図４：キッカーの試験風景．上段：サイラトロ
ン、コンデンサ等を入れたオイルタンク．下段：
ダミー負荷による試験のセットアップ．
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J-PARC ミュオン施設
J-PARC センター物質・生命科学ディビジョン
ミュオンセクション
三宅 康博
MUSE では、120kW の陽子ビーム強度で、世界最高強度のパルスミュオン発生を達成した。ビ
ーム強度も平成 22 年 11 月末より 200kW を越え、日々、最高強度を更新している。更に、D
ラインの改修も順次、行われ、強度増のみならず、ビームプロファイルの改善も進んでいる。一方、
U ラインの建設も機構長留保金で、湾曲ソレノイド磁石を製作中であるだけでなく、補正予算が
認可され、下流の収束用超伝導ソレノイド磁石の製作が開始されようとしている。また、S ライン、
H ラインの放射化の激しいトンネル内の機器の設計、製作も徐々にではあるが、動き始めている。
1. Decay-Surface ミュオンチャネル改修
MUSE

径φ３００へ）が順調に進行し、アラインメント、

D ラインの口径の小さい四重極電磁石

磁場測定を行った後、ビームラインに設置した。同

Q4,Q7 の大口径化改修（口径φ 250 を新造し、口

時に、陽電子とミュオンを分離する DC セパレータ
の高圧電源を± 150kV から、± 250kV にスペッ
クアップする工事を 2010 年夏期シャットダウンの
間に行った。
河村等が中心となり、コミッショニングを行った
結果、ミュオンの収量が上がっただけでなく、ビー
ムのサイズも 1 σ（シグマ）で 14mm × 28mm の
サイズに絞り込む事が可能となった。下の写真（左）
は、2008 年 12 月 10 日 に D1 エ リ ア で 測 定 さ れ
たプロファイル。写真（右）は、改修後、2010 年
10 月 18 日に測定されたプロファイルである。セ
パレータの改修により、陽電子のバックグランドは
激減したが、頻繁に放電を起こすという症状が見ら
れるために、R&D が続いている。

08/12/10@D1
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2.

µSR 用フライパスシステムの開発
伊藤、髭本等 , 先端研のチームが中心となって

2011 年の 7 月、設置作業を 8 月、9 月を予定して
いる。

フライパスチャンバーの設置がなされた。MUSE
D1 エリアにて利用可能なミュオンビームは〜φ

5. U ライン超伝導軸収束ソレノイド電磁石系

40mm 程度の広がりをもつ。そのため、少量試料（断

平成 22 年度補正予算で予算化され、その設計が

面積 < φ 40mm）の µSR 実験において S/N の低下

池戸を中心に行われている。平成 23 年度中に、製

が問題となる。この問題を克服するためにフライパ

作を完了させるために、現在、国際入札の意見招請

スシステムを開発し、MUSE D1 エリアにおいて性

を 2 ／ 10 に行うべく、準備を行っている。

能試験を行った。ミュオンビームを用いたコミッシ
ョニングにおいて、5x5mm2 程度の断面積をもつ
少量試料に対し S/N 〜 1 という結果を得た。これ
により、本装置を用いることで少量の試料に対して
も詳細な解析に耐えうるデータが得られることが示
された。今後、ビームの収束条件をフライパスシス
テムに最適化する等の調整を行い、更なる S/N の
向上を目指す。今後、D1 エリアでは、より少量の

超伝導収束ソレノイド系は、陽電子を分離する

試料に対する µSR 実験が可能になると期待される。

ために 3 組の静電セパレータ（± 400kV）、ビ
ームダンプ、超伝導軸収束電磁石系から構成さ

3. 深さ方向（2 µm）からの３次元非破壊検査法の

れる。

確立
MUSE では、もともと３GeV 陽子ビームとグラ
ファイトの核反応によってπーを生成しているので、
諸外国のミュオン施設に比べても強度の大きな負ミ
ュオンが得られる。通常 µ ＋と比べて１桁ほど小さ
い収量しか得られない µ ーの研究が MUSE において
初めて実用化されるといって過言ではない。特にど
れくらいの低エネルギーの µ ーが D ラインでひきだ
すことができるかのコミッショニングを河村、二宮
等が行い、金中の飛程が 2 µm に相当する 6.4MeV/
c を引き出すことができることを確かめた。µ ーの入
射エネルギーの調整によって、近の場合、表面近傍
2 µm から、深さ方向の３次元的元素分析ができる
ということが示された。
4

U ライン、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

オンビームラインの建設計画の一刻も早い実現に向
けてのＲ＆Ｄ並びに予算獲得に向けての活動を行っ
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に関しては、機構長留保金を頂
き、その製造を東芝が行っている。本プロジェク
トは、池戸、下村が中心となって、低温グループ
からの力強い協力の元、進められている。納入は、
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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）国際評価委員会

・ ポート２の µSR スペクトロメータの改善 • 整備を

2011 年 5 月に開催する仁科センターの国際評価委

行った。

員会に先立ち、理研 -RAL 支所ミュオン施設の国際

・ポート３の超低エネルギーミュオンビーム発生研

評価委員会を 2 月 24 日、25 日に理研（和光市） 究では、ミュオニウム乖離レーザーの強度増強計画
で開催した。目的は 2008 年度から 2010 年度の研

を推進し、室温でのミュオニウム発生標的の開発・

究成果のレビューで、国内外の 6 名の委員で評価

実験を行った。

を行った。

・ポート４の ”Chronus” µSR スペクトロメータ上部
に建設する実験用プラットフォームの設計を完了

（２）第７回実験課題採択委員会（ML-PAC）

し、その建設を進めた。5 月上旬完成予定。

第７回の理研仁科加速器研究センター物質・生命
科学実験課題採択委員会 (ML-PAC) が 2011 年 1 月 （５）次回の実験課題採択委員会
11、12 日に開催され、ミュオン物性２１課題が審

次回の実験課題採択委員会は 2011 年 9 月に開催

査された。

し、実験課題募集は 2011 年 7 月から開始する予
定である。委員会開催日や課題募集開始の詳細は、

（３）ISIS 陽子加速器のシャットダウン

後日通知する。

RAL の ISIS 陽子加速器施設は 2010 年 8 月中旬か
ら 2011 年 2 月上旬にかけて停止した。ミュオン （６）インドネシア３大学との研究協定延長
施設関連では、一次陽子ビームラインの中性子標的

仁科センターとインドネシア３大学（バンドゥン工

直前の 3 連四重極電磁石とミュオン生成標的の交

科大学、パジャジャラン大学、スラバヤ工科大学）

換を行った。

は、2008 年 6 月に、物質科学研究協定（３年）を
締結した。この研究協定を延長する協定調印式を 4

（４）シャットダウン中のミュオン施設

月 27 日にインドネシアで行い、同時に以下の国際

理研 -RAL ミュオン施設では、ミュオン施設、実験

シンポジウムを開催する。

装置、付帯設備の改善 • 整備を行った。

International Symposium on Functional Material

・ パイオン - ミュオン崩壊系超伝導ソレノイド電磁

Science “Developments of Research Activities on

石のヘリウム冷却システムの制御システムソフトの

Material Sciences using Accelerators”

更新をした。
・ ヘリウム冷却系のスクリュー圧縮機の定期点検を

( ７) 2011 年のミュオンビームタイム予定

した。

2010/3：2011 年 3 月 1 日 – 4 月 14 日（45 日）

・ヘリウム冷却系の安全装置部品の交換をした。

2011/1：2011 年 5 月 10 日 – 6 月 9 日（30 日）

・ 高圧固体 D ２標的システムの冷却性能試験を行っ

2011/2：2011 年 7 月 5 日 – 8 月 4 日（31 日）

た。圧力測定器接続部からのリークがあったので

以上

500 気圧までの固体 D ２ 標的生成試験を行い、2025K の固体 D ２ の生成に成功した。1000 気圧での
固体 D ２生成試験は４月実施予定。
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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
ではミュオンを用いた研究を進めている。今期は以
下のような活動を行っている。
1. 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い、ミュオン原子及び負ミュ
オンビームに対する理解を深めた。
2. J-PARC ミュオン施設において分光器関係機器の
整備を行っている。今期は分光器用電磁石のデザイ
ンを行い、現在製作中である。来年度に陽電子測定
用カウンターの製作と設置を行い、µSR 分光器とし
て構築していく予定である。
3. 低バックグラウンド用チャンバーのデザイン及
び製作を行った（写真）。これはフライパス法によ
る S/N 比の向上を目指したもので、最適化のため
のビームチューニング等が進行している。
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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 23 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 23 年度後期 (2011B 期 ) の公募を平成 23 年 5 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】
次回の実験課題採択委員会は 2011 年 9 月に開催し、実験課題募集は 2011 年 7 月から開始する予
定である。委員会開催日や課題募集開始の詳細は、後日通知する。
【カナダ・TRIUMF 研究所】
TRIUMF では下記の 3 部門での実験課題募集を行っており、審査会には TV 会議及び電話での出席も
可能です。既に来年度前期（spring/summer 2011) におけるビームタイム課題募集は終了しています。
・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 6 月、12 月 )
・Life Science Project Evaluation Committee (LSPEC)
( 年 1 回：プロポーザル〆切 3 月：審査会 4 月 )
詳しくは、http://www.triumf.ca/research/experimental-program を参照して下さい。
【スイス・PSI 研究所】
2011 年度前期におけるビームタイム課題募集は終了しています。2011 年度後半の実験課題募集は
9 月頃案内が出される予定です。詳細は

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

を参照してください。Instrument

によっては年後半の実験提案を受けつけないものもありますのでご注意ください。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】
2011 年 2 月からマシンタイム再開されています。次回の課題審査委員会は 6 月下旬に予定されてお
ります。それに向けて 5 月以降に実験課題の募集が実施されます。実験課題募集日程やビームタイ
ム日程等の詳細は
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http://www.isis.rl.ac.uk/applying/index.htm

を参照してください。
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日本中間子科学会事務局からのお知らせ
・2011 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、2011 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

事務局移転のため埼玉りそな銀行口座を休止します

口座名義

：日本中間子科学会

新しい銀行・支店名、口座番号、口座名義については

（これまでと同様にご利用になれます）

メール・ホームページにてご連絡します

・日本中間子科学会総会開催のお知らせ
日本物理学会第 66 回年次大会新潟大学 TC 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（新潟大学五十嵐キャンパス）
３月 2 ５日（金）18:00 〜 20:00
予定議題

ＴＣ会場

・会長挨拶
・議長・書記

選出

・若手奨励賞発表、授賞式、受賞者講演
・委員会報告
・研究施設報告（J-PARC MUSE、KEK、JAEA、RIKEN-RAL）
・報告事項（事務局移転、領域 10（粒子線）サブキーワード：ミュオン）
・国際会議・シンポジウム企画
・審議事項
J-PARC MUSE ロードマップについて
・意見交換
日本中間子科学会の活性化、シンポジウム企画、科研費等大型資金への共同申請
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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。なお、4 月以降は事務局が移転する予定です。新しい事務局住所等は追って
メール、ホームページなどにてお知らせします。連絡あるまでは下記の宛先をご利用ください。
仮宛先：〒 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：
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2010 年度
日本中間子科学会 会計報告
（2011 年 3 月 1 日）
2010 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。133 名の会員の
うち、78 名（うち学生 3 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

217,500 円

	

26 円

前年度繰越金

	

881,037 円

計



1,098,563 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

108,770 円



1,890 円

事務運営費（選挙等）			

6,654 円

次年度繰越金



981,249 円

計



1,098,563 円

以上
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編集部の声 ”Voice from the Editorial Office”
・A new program for children has been started from

・I have been a foreign postdoctoral researcher (FPR) at RIKEN-

this Feb. in Japan. This is the latest one of the long-

Nishina Center for the past 3 years and also for the past 2 year

lived Super-Ranger Series. The newly released one

I have been the editor of Meson Magazine. Reflecting back over

is the 35th. When I was a child, I saw the first one

the past 3 year of my FPR at RIKEN, I feel the time goes very

named “Go-Ranger”. This ranger team was organized

fast. Collaboration and relation between some researchers are

5 super rangers and always battled with a villain

growing widely. Some researchers from Indonesia are now starting

corps and kept the peace of the earth. They had super

a research using moun as a tool for investigating some physical

weapons and defenitely won at the end. They were

properties. We really hope some new users from Asian countries

the dream and hope for children. I was always happy

like Indonesia will have a chance to enjoy research using muSR.

to watch “Go-Ranger”. At this time, “Go- χ Ranger”,

For the past 2 years of my editorial job in Meson, I realized that

the super ranger can transform to all of past rangers

my contribution is almost smallest compare with other editors.

(5 rangers x 34 years = 170 rangers !!). When I saw

The present issue of Meson is my last chance to contribute more

this latest ranger team with my daughter, I saw that

significant. The topic of “Welcome to my laboratory (Worldwide

the first transformed ranger was just “Go-Ranger”

Vol. 1)” gives me good opportunities to realize it. I enjoy edited

!! I was very excited and impressed. And finally, I

some articles for our main topic. All the articles give us some

understood that the orignial and first one was the

future view of muSR user laboratory. We believe all the readers

most important in any series of any fields. I believe

will also enjoy our present issue of Meson.

that the team could make our original MESON.

Finally, I want to share one of really impressed Japanese song for

We wish that readers can enjoy reading this issue.

me by duo Japanese singer called yuju. The title of their song is

(RIKEN, Isao Watanabe)

“eikou no kakehashi (bridge of glory)”. The song is about the spirit

・I greatly appreciate all

to get a glory. The last parts of

the authors’ contributions

their song are: “owaranai sono tabi

for this issue. During

e to….kimi no kokoro e tsuzuku

editing, I was impressed

kakehashi e to…” . My free English

w ith the act ivity of this

translations are: “to the never

field, and enjoyed so much

ending journey…. Build a bridge

the atmosphere of each

continues to your heart….”.
(Risdiana, Riken)

laboratory in the world
because we cannot feel that only from the scientific

・Many readers may notice something different about the current

papers. I’m not a specialist in µSR but just a user.

issue of Meson. The magazine of Society of Meson Science of

However, it was quite a nice experience for me to join

Japan takes the first step toward an international magazine!? A

the editorial member of MESON in these two years. I’

special feature in the current issue is " Welcome to My Laboratory

d like to thank the chief, Watanabe-san. “The flowing

(Worldwide Vol.1)", which is the regular topic and in which one

river never stops and yet the water never stays the

laboratory is introduced in the usual issue. The editorial office

same.” This is the opening sentence of Houjouki,

requested µSR users in the world, as a first version, to write

which is a famous Japanese essay written by Kamono

articles for Meson, and this issue has come out. I believe this

Choumei in the 13th century. He wanted to say “How

special feature is like "Wherever Door", which is one of unique

transient all things are in this world.” But, here, I’d

devices of Doraemon (Japanese cartoon), because we can visit

like to use this sentence in somewhat the opposite

many laboratories in the world from our office. I hope it is good

meaning; “The stream of MESON never stops even

opportunity particularly for students to get interested not only in

if the editors change.” and moreover, “The stream

Japanese but also in overseas laboratories. The 12th International

of physics will exist forever even if the researchers

Conference on Muon Spin Rotation, Relaxation and Resonance

change.” I just do my best to contribute to the big

is held in Cancun, Mexico on 16th-20th May. I hope this special

river of physics as a small drop of the water.

feature invites a conversation at the conference.

(Osaka U., Takehito Nakano)

(RIKEN, Kazuki Ohishi)
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