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編集部より

From the editorial office

As all of you know, lots of people have been died

no opportunities to touch with it. The highest barrier

and lost by the big earthquake happened in the east of

for potential μSR users to use muons, I believe, would

Japan. On behalf of the Japanese Meson Society, I would

not be the limited numbers of muon facilities but the

like to pray for the souls of those people.

communication. If somebody who know muons well

This is the Autumn edition of MESON in 2011.

approach to new fields with the advanced heart and

Although the editorial office members had to be renewed

passion, new ways would be open in front of us with

in this springtime, I was nominated to be the chief of

new collaborators and sciences. I strongly wish that this

the editorial office again. I will do this job in next two

MESON will be an opportunity to open those new ways

years. At this moment, I am looking for new members

and create new communications.

who want to work with me to improve and enjoy editing

We gathered articles from material scientist at this
time. In near future, I would like to arrange the similar

MESON.
In the last issue, we have planned a topic “Welcome

plan for nuclear scientists.

to My Laboratory (from the World)” in order to create

The Japanese Meson Society has got one bright

opportunities to communicate together among muon

event in this year. The society has created a new prize

researchers. In this issue, I put some article which could

for young meson scientist to encourage the young power

not be published in the last one. I wish that readers can

in the society. For the first time, two young researchers,

know lots of scientific activities on muons and hope to

Dr. T. Ito from JAEA and Dr. Imao from RIKEN, have

communicate to create more and new activities together.

got this new prize. Dr. Ito has already put an article on

I am always feeling that the muon community

his research, so that we put a Dr. Imao’s article in this

needs more communications with new fields and with

edition. Please enjoy the scientific activity of the young

new researchers in the world. I know that there are lots

hope in the society.

of researchers who are interested in muons but have

(RIKEN: I. Watanabe)

ISMSA2011 in Bali, Indonesia

「めそん」No.34, 2011 年

秋

1

議事録

コメント（岩崎氏）：リニアック増強計画の見直しを
行った場合、来年度のビームタイムが増えて、再来年
度のビームタイムが減るということか。

日本中間子科学会総会議事録

A：そういうことになる。
コメント：電力不足に対する対応は？
A：未定。だが、J-PARC は国家事業であり立ち止ま
ることは許されない。文科省も推進の意向。
コメント(鳥養氏)：独自電源を用意することはできないか？
A：コストがかかる。電気料金が高騰した場合には

平成 23 年 5 月 29 日 ( 日 ) 13:00-14:30
東京工業大学大岡山キャンパス

可能性が出てくる。

本館 3 階会議室
[2] 日本中性子科学会

一般に公開

金谷会長より

・ 4 月 12 日、日本中性子科学会から文科省に対し
１．東日本大震災犠牲者に黙祷

J-PARC と JRR3 の早期復旧を要請。
・ 被災を免れた Spring-8 において、量子ビーム支援

２．日本中間子科学会平成 22 年度若手奨励賞授賞
式および受賞記念講演
・ 伊藤孝氏「f 電子系 PrPb3 におけるミュオンスピ
ン緩和機構の解明と四重極秩序の研究」

プログラム（放射光以外も対象）が企画されてい
る。これを機会に量子ビーム全体の連携を強化し、
よりよい成果につなげたい。MLF 内においても中性
子・ミュオン間の協力を密にしてがんばりましょう。

・ 今尾浩士氏「オルソ・パラ比制御下における固体・
液体・気体重水素でのミュオン触媒核融合の研究」 ４．議事
審議に先立ち，議長として豊田中研 杉山氏、書
記として JAEA 伊藤氏を選出した。

３．来賓メッセージ
[1] 永宮 J-PARC センター長より
J-PARC 被災状況および復興状況
12 月のビーム供給再開を目標に復旧作業を進め
ている。

[ 議事 1~5] 日本中間子科学会新運営組織について
・ 議長より、次の通り新運営組織の提案があり、こ
れを承認した。

・ リニアック：電磁石の転倒、地下水の流入、ビー
ムモニターの損傷等の被害。
・ 3GeV：電源棟・冷却棟が大きな被害を受ける。
復旧作業中。

会長：

鳥養映子氏（山梨大）

副会長：小池洋二氏（東北大）
髭本亘氏（JAEA）
杉山純氏（豊田中研）

・ MLF：遮蔽体を撤去して健全性をチェック。今
のところ大きな被害は見つかっていない。

庶務委員長：

下村浩一郎氏（KEK）

会計委員：

小嶋健児氏（KEK）

・ ハドロン：遮蔽体を撤去して健全性をチェック。 会紙編集委員長：渡邊功雄氏（理研）
大きな被害はなく、復旧は早いだろう。

運営委員：上記 7 名に加え、

・ ニュートリノ：被害は比較的軽微。復旧は早いだろう。

秋光純氏（青学）網塚浩氏（北大）石田勝彦氏（理研）

・ ビーム増強計画への影響について：来年度中にリ

岩崎雅彦氏（理研）門野良典氏（KEK）久野良孝

ニアック増強のためのシャットダウンが予定され

氏（阪大）久保謙哉氏（ICU）西田信彦氏（東工大）

ている。震災の影響により今年度中のビームタ

松崎禎市郎氏（理研）三宅康博氏（KEK）

イムが大幅に減少するため、従来の計画通りに
シャットダウンすると今年度から来年度にわたり
ビームタイム不足が深刻になる。
⇒来年度のリニアック増強計画を見直してビームタ
イムを確保する可能性あり。近々議論する予定。
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・ 事務局は理研が 4 年の任期を終え、平成 23 年度
より KEK に引継がれる。
[ 議事 6] 次回の日本中間子科学会インフォーマル
ミーティングについて
議長より、日本物理学会秋季大会物性分科（富山
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議事録

大学会場）で開催する、素核分科では開催しない

コメント（三宅氏）
：外国人研究者・ポスドクはどう

との提案があり、これを承認した。

しているのか。頭脳流出の可能性はないか。

[ 議事 7]. 会計報告 ( 理研 石田氏 )

A：大学の機能はかなりの部分が回復しつつあり、

石田会計委員よりめそん最新号 91 ページに基づ

当初避難していた外国人研究者・ポスドクも戻りつ

き 2010 年度会計報告があり、これを承認した。

つある。大学側が正確な情報を発信することが大事。

[ 議事 8] 平成 23 年度活動計画（鳥養会長）
テーマ討論「被災研究室や J-PARC とともに：

(3) ミュオン共同利用について (KEK 門野氏 )

コミュニティにできることを始めよう」

・ J-PARC 停止期間中、J-PARC ミュオン共同利用実
験課題を理研 RAL にて実施できるように理研仁

○討論に先立ち、関係機関の被災状況や対応策につ
いて以下のように報告があった。
(1) J-PARC/MLF ミュオンセクション被災状況 (KEK
三宅氏 )
・ MLF 建屋外、西側・東側の地盤沈下

科加速器センターと協議中。
・ KEK による旅費サポートあり（J-PARC のプロ
ジェクト経費から捻出）
・ この件に関する最新情報は KEK ミュオンのホー
ムページでチェックしてほしい。

・ D ラインソレノイド電磁石ヘリウム冷却系の
MLF 建屋外側部分が損傷
・ 3NBT-MLF エクスパンジョンジョイント部が損傷
・ 実験室：遮蔽体のズレに伴う軽微な損傷あり

(4) 宇宙線ミュオンラジオグラフィー ( 永嶺 KEK 名
誉教授 )
・ KEK による実験計画が進行中。

・ ピローシールの点検が必要
今のところ重要機器に重大な損傷は見つかってい

○震災被害に対しミュオンコミュニティが出来るこ

ない（実際に動かしてみないとわからないが）。

とに関して，鳥養会長より次のように提案があり、

D ラインは予算さえ付けば 2-3 ヶ月で復旧できる

意見交換の後この 4 件を H23 年度活動計画の柱

見込み。2 次補正予算を待っている状況。

とすることを承認した。さらに、これまで通り、

・ ラインの湾曲ソレノイドは発注先が被災して 3 ヶ
月程度納期が遅れる可能性があるが、それでも

超低速ミュオンの実現、若手会員就職支援に関す
る活動も行うことを確認した。

10 月の始めには納入される見込み。12 月のビー
ム受け入れには間に合う。

・ J-PARC 早期運転再開に向けた要望活動を関連学
会と連携して行う。

(2) 東北大の被災状況 ( 東北大理 小池氏 )

コメント（金谷氏）
：日本中性子科学会は他学

・ 幸いにも人的被害はなし。

会と連名で量子ビーム施設早期復旧の要望書を

・ 建物の一部は使用不能になったが、様々な工夫に

5 月もしくは 6 月中に提出する予定。日本中間

より教育は概ね問題なく行えている。
・ 地震対策は十分にしていたが、今回の地震はそれを

子科学会としてはどうするのか。
A：次回の運営委員会で協議する予定。

上回るものであり、
装置等に重大な被害をもたらした。 ・ 学会ホームページに「ミュオンたすけあい」掲示
・ 研究を継続するため外部機関の協力をお願いした
い。共同利用研究施設の利用、外部研究機関の実

板を設置し、会員相互支援を促進するための情報
交換の場とする。

験装置の共同利用、宿泊施設・旅費のサポート等

・ 学会ホームページに「MUSE サポーター」掲示板

コメント（西田氏）
：東北大学全体としてはどのような対

を設置し、MUSE 施設側から会員への支援要請と

応をしているのか。新入生への影響はないか。

それに関する情報交換の場とする。

A：新入生は 4 月いっぱい自宅待機で 5 月より教育
を受けている。被害を受けた建物の人員・機器は利

・ 宇宙線ミュオンラジオグラフィーによる社会貢献
に対し学会をあげて支持・支援

用可能な建物に収容して教育・研究を行っている。
装置等の被害は国による補償が見込めるが、十分で
はないだろうから、大学全体でカバーするしかない。

4

５．閉会（庶務委員長

下村氏）
以上 [ 文責：伊藤（JAEA）]
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どのような形がふさわしいかを MUSE 施設側で
検討することとなった。
6.

平成 23 年度
第 2 回運営委員会議事録

共催、後援、協賛等の名義申請

・ 物構研シンポジウム ʼ11 の協賛依頼があり、協賛
を承認したとの報告があった。
・ 審議方法として、共催については運営委員会での
審議が必要、後援・協賛については迅速化のため
三役（会長・副会長・庶務委員長）で審議し、運
営委員会に報告することを再確認した。

2011 年 8 月 26 日 13:00 〜 17:00 JAEA 東京事務所

・ MLF シンポ協賛の依頼が来ることが予想される
ので、例年通り協賛することを了承した。

出席者：鳥養、小池、杉山、髭本、下村、渡邊、秋光、
石田、岩崎、門野、久保、松崎、三宅

7.

会員 30 人増強計画

・ 会費納入者は例年 70 人前後である。会長より、
審議事項

日本学術会議から情報提供を受けられる団体は会

1.

次期物構研所長の推薦（8 月 30 日締切）

員 100 名以上という規程があり、これを目指すた

2.

次期 J-PARC センター長の推薦

め、杉山副会長に会員増強担当をお願いしたとの

3.

次期機構長

説明があった。

・ 上記の事項について、情報提供・意見交換を行った。 ・ 杉山委員より活動報告があった。入会案内文面を
4. 平成 23 年度若手奨励賞選考委員会
作成し、送付先候補として、PSI, TRIUMF などの
・ 鳥養会長より、前回の選考委員会での経験を踏ま

利用者を調べた。ホームページ言語の問題などあ

え、選考委員数を増やすなど細則の改訂の提案が

るので、当面入会勧誘は日本語のわかる人を対象
とすることを承認した。

あった。改訂案に若干の修正を行った上で、細則
第 3 項の改正を承認した。

・ 理研 RAL 利用者には、鳥養会長名の入会案内メ
ールを松崎委員が転送する形で送る。

・ 会長より今期選考委員長として小池副会長の推薦

・ 入会の動機づけには会員・非会員の差別化が必要

があり、承認した。

かもしれない。会誌「めそん」pdf 版のパスワー

・ 会長より今期の選考委員として以下の方々の推薦
があり、承認した。

ド付加、主催シンポジウムの有料化などの意見が

小池、鳥養、杉山、髭本、下村、秋光、久保、西田、

あったが、入りたい組織にすることが肝要である。

岩崎、久野、門野、三宅、永嶺

8.

会長指名運営委員の追加

・ 推薦理由書について、2000 字は長いという意見

・ 鳥養会長より、会長推薦枠として選挙次点の松田

があったが、上限を決めているだけなので、この

恭幸氏に運営委員を委嘱したいという説明があっ

ままとすることとした。

た。前回推薦できなかったのは委員構成について

総会決議事項の実施

誤解があったため。松田氏に就任を依頼すること

5.

・ 会長より J-PARC 早期運転の要望については、中

とした。

間子科学会としては時期を逸し、行わなかったと

9.

の報告があり、今後文科省機関課長・量研室長へ

・ インフォーマルミーティングにおける委員会等報

の広報活動を行うことでこれに代えることを承認

日本物理学会 IM の議題と報告者
告者の確認を行った。

・ 各委員会に誰が委員として出ているかということ

した。
・ ミュオン助け合い掲示板、MUSE サポーター掲示
板の担当を、髭本副会長に依頼した。ホームペー

を知ってもらうのが重要なので、下村庶務委員長
がリストを作成する。

ジ担当の小嶋委員と協力して進めていただきたい。 ・ 新学術領域研究については公募研究の説明が中心
・ MUSE サポーター掲示板は J-PARC における復旧・
建設作業を予告し、大学の若手などの参加を呼び
掛けるものである。安全面との絡みなどもあり、
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となる。
・ 若手奨励賞については意見交換でなく報告事項と
する。
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議事録

10. HP

7.

ML サーバー変更

・ 現ホームページを置かせてもらっている国立情報

・ 会員メールサーバーが KEK 所管のものに変更に

学研究所のサーバーが来年 3 月で利用できなくな

なり、すでに会員に通知されている。当面の間、

るため、Google に移植版を作成するなど移行の

理研サーバーに送られた場合は KEK サーバーへ

準備中。科学会にふさわしいドメイン名を得るこ

の転送を行う。

とが望ましい。有料ではあるが、それほど高額で
はないと思われる。
11. その他

・ メール審議は会長あるいは庶務委員長が会長代理
で発議信することを再確認した。委員からの発議
も会長、庶務委員長経由で発信される。

・ 新学術領域で一段落ではなく、継続して将来計画
の議論・要望活動をしてゆくことが肝心というこ

以上（文責：石田）

とを確認した。
・ 秋光委員より物性科学横断研究会への参加につい
ての案内があった。新学術領域から 2 人の発表が
要請されている。鳥養会長が検討する。

報告事項
1.

活動報告（平成 23 年 3 月〜 8 月）

・ 会長より、これまでは新学術領域申請に多忙すぎ
たため、残念ながら会員増強計画以外の進展はな
かったとの説明があった。
・ 会計の現状についての情報交換を行った。
2.

総会（5 月 29 日）及びワークショップ（5 月
29 〜 30 日）

・ 総会の議事録配布。委員は全員出席であったため
説明は省略。
3.

委員会

・ 審議事項のインフォーマルミーティング議題に関
連して報告があったので省略。
4.

新学術領域「超低速ミュオン顕微鏡」採択

・ 鳥養新学術領域代表より申請が認可されたとの報
告があった。これから 5 年間素晴らしい成果が得
られるよう協力をお願いしたい。
5.

J-PARC の復旧状況

・ キッカー導入、生成標的確認などが進行中。
6.

J-PARC 実験課題の理研 RAL/ISIS における実
施状況

・ 松崎委員より、震災のため J-PARC での実施が困
難となっている 2011A 期の accepted 課題の内８
件を 10 月以降理研 RAL にて順次実施予定との報
告があった。ビーム総時間制限のため、reserved
課題の実施は見送られる。
・ この実現には三者協定（仁科、物構研、J-PARC）
が役立ったとの説明があった。

6
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【我らが研究室へようこそ（世界編その２）】
Topics：Welcom to my laboratory (Worldwide Vol. 2)

石田

憲二

2.

研究内容紹介

2.1. 鉄系超伝導体における磁気励起と超伝導の関係

京都大学大学院理学研究科

我々のグループでは鉄系超伝導体の NMR/NQR

物理学・宇宙物理学専攻

の研究を超伝導発見当初から行っています。我々の

物理学第一分野

興味は、今回の鉄系超伝導体と銅酸化物超伝導体や

固体量子物性研究室

重い電子系超伝導体など、今まで知られている強相
関電子系超伝導体との関連を明らかにすることであ
り、共通に見られる現象と鉄系超伝導体の固有的な

1.

面を明らかにすることです。NMR/NQR の測定の特

研究室紹介
京都大学の物理専攻には、物性物理を研究する第

徴を活かし、主に磁気励起と超伝導の関連、磁性と

一分野、素粒子・核物理を研究する第二分野、宇宙

超伝導の共存領域の物性について研究を行っていま

物理を研究する宇宙物理学教室からなり、固体物理

す。今までの研究から、2 次元性の高い “1111” 構造

の実験の研究室は我々の固体量子物性研究室と、固

を持つ LaFeAs(O1-xFx) の系では低エネルギー磁気励

体電子物性研究室 ( 松田祐司教授、芝内孝禎准教授、 起と超伝導には明確な相関が見られませんでしたが
山下譲助教 ) が第一分野にあります。我々の固体量

[1]、“122” 構造の BaFe2(As1-xPx)2 の系ではストライ

子研究室では、「強相関電子系物質 ( 主に超伝導体 )

プ型のスピンゆらぎと超伝導には相関が見られ、超

における新奇な物質や物理現象を、マクロとミクロ

伝導転移温度で大きな反強磁性ゆらぎを持つ試料が

の測定手段を駆使し理解する」をモットーに研究を

高い Tc を持つ傾向があることを明らかにしました

行っています。研究室は、試料合成や熱測定を中心

[2]。 こ の LaFeAs(O1-xFx) と BaFe2(As1-xPx)2 に お け る

とする前野悦輝教授・米澤進吾助教のグループと、 相違は相図にも現れ、図 1 に見るように LaFeAs(O1F ) では F 濃度に対し磁気相から超伝導相へ一次転

核磁気共鳴 (NMR)・μSR 測定を行なう石田グルー

x x

プからなります。前野教授のグループでは、スピン

移的転移するのに対し、BaFe2(As1-xPx)2 では P 濃度

三重項超伝導体 Sr2RuO4 の試料育成から物性測定や

に対し磁気秩序は連続的に抑制され超伝導相に変化

超伝導接合の実験、最近では空間反転対称性を持た

していきます ( 図 2 参照 )。この相図は重い電子系

ない超伝導体などの新物質探索を行なっています。
また米澤助教は、ベクトルマグネットと回転台を組
structural
phase transition

み合わせた任意の方向に磁場を印加することの出来

調べています。私のグループでは NMR や核四重極
共鳴 (NQR)、μSR 測定を用い強相関電子系物質の

Temperature (K)

方向依存性を調べ FFLO 状態や超伝導対の対称性を

TN
Tc

ミュオンスピンを打ち込んで物性を研究する μSR

0.3

MFe

100

0.2

AFM
50
0.1

磁気的性質を調べています。NMR/NQR では核スピ
ンを用い電子系の情報を知る実験手段で、外部から

0.4

Ts

0
0.00

SC
0.05

0.10

ordered moment MFe (MB/Fe)

る超伝導磁石のシステムと希釈冷凍機を用い、擬一
次元有機超伝導体の上部臨界磁場や比熱の詳細な

LaFeAs(O1-xFx)

150

0.0
0.15

F doping level X

実験と相補的な面もあります。以下では私のグルー
プで行なっている研究活動を紹介します。
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超伝導体 CeRhIn5 の圧力に対する相図と非常に酷似

は強磁性と超伝導の起源になりうることを示しまし

しています。この 2 つの鉄系超伝導体での違いをど

た [3]。さらに 2007 年には常圧で強磁性、超伝導転

のように理解すべきなのかを他の鉄系超伝導体の研

移を示す UCoGe が発見されました [4]。我々は、こ

究を行なうことなどから明らかにする必要がありま

59
の物質は NMR/NQR 可能な Co 核を含んでいるこ

す。尚、LaFeAs(O1-xFx) の研究は東工大細野秀雄教授、 とに着目し、この物質の CoNMR/NQR の測定を発
神原陽一氏 ( 現 慶応大 )、BaFe2(As1-xPx)2 の研究は京

見当初より行っています。現在までの研究から、超

大の松田祐司教授、芝内孝禎准教授、笠原成氏との

伝導直上の温度では試料の全領域が強磁性になって

共同実験です。

いること、強磁性領域の信号の緩和率に超伝導転移
で異常が現れることから、強磁性領域で超伝導が起
こっていることを明らかにしました [5]。また 5f 電
子を持たない参照物質 YCoGe との比較から、強磁

a
200

2.0
1.0

T (K)

150

性と超伝導は U5f 電子に起因していることも明らか

A

にしました。さらに強磁性状態では、c 軸方向にイ

0.0

ジング的なモーメントをもち、モーメントに対し縦
ゆらぎを持つことも明らかにしました [6]。今後こ

100

の特徴的な磁気励起と超伝導の関係を明らかにする
50

必要があります。尚、本実験は、名大の佐藤憲昭教

AF

T (K)

b

授、出口和彦助教、東北大学金研佐藤伊佐務教授と

SC

0

の共同実験です。

200

3

150

TS

100

TN

50

3. μSR による研究紹介
Q

AF

m*/me
TC

SC

0

2

1

-50
-100
0.0

As

0.2

0.4

0
0.8

0.6

X

P

図 2： BaFe2(As1-xPx)2 の相図。a：電気抵抗の冪の温度、濃度
変化。b：1/T1 から見積もられたスピンゆらぎの特性
エネルギー ( 三角 ) と有効質量の組成変化。

2.2.

強磁性体 UCoGe における超伝導

「強磁性と超伝導は共存できるのか」という問
題は、1950 年から研究されている超伝導のテーマ
です。よく知られているように銅酸化物超伝導体
RuSr2YCu2O8 でも強磁性と超伝導は共存していま
すが、強磁性は RuO2 層で超伝導は CuO2 層のそれ
ぞれ異なる層で起こっていることが知られていま
す。それでは同じ電子が強磁性と超伝導の起源に
なりうるのでしょうか ? この点に関して 2000 年に
Cambridge 大学の Saxena らは強磁性体 UGe2 に加圧
することにより超伝導が現れることを示し、U 元素

8

図 3： 強磁性超伝導体 UCoGe と参照物質 YCoGe における
59
Co-NQR による 1/T1 の温度依存性。白丸は常磁性の
信号、黒丸は強磁性の信号で測定されたデータ。超伝
導状態では 2 成分の緩和が見られる。
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3.2．NiGa2S4 における短距離反強磁性秩序 [8]

て調べる NMR/NQR 実験と、ミュオンスピンから

2005 年 に 当 時 在 籍 し て い た 中 辻 講 師 は 新 物 質

調べる μSR 実験は基本的には同じ実験結果を与え

NiGa2S4 を合成しました。我々はこの物質の磁気的

ると考えられます。しかし実験条件や環境などから

な性質を μSR 測定から調べました。この物質では

どちらかの実験が適している場合もあります。例え

Ni (S = 1) は二次元三角格子を形成し、この物質の

ば核スピンを持たない元素で構成されている物質で

低温磁気状態に興味が集まりました。μSR の実験

は NMR/NQR は不可能で μSR に頼らないといけま

からは 10 K 以下から速い緩和の成分が見られ磁気

せん。以下では我々が以前行った μSR 実験のうち、 異常があることがわかりました。ただし最低温でも
NMR/NQR 実験より µSR の方が有効と考えられる

回転成分が見られないために短距離秩序であると

実験結果を紹介します。

考えられます。これらの実験結果は KEK の一度の
ビームタイムで得ることが出来ました。一般に言っ

3.1．YbRh2Si2 における 70mK での磁気秩序 [7]

て μSR 実験のほうが NMR/NQR 実験に比べ、結果

重い電子系物質 YbRh2Si2 は 70 mK の低温で異常を

が出るのはずっとはやいです。( ただし、ビームタ

示し、この異常を弱磁場でチューニングできるた

イムをもらえるのに時間はかかりますが・・・。)

め量子相転移を研究する最適物質と注目されまし
た。ただしこの異常の温度が低いため、異常の起源

４．研究室の雰囲気・行事など

を調べる磁気物性測定、それも体積分率のわかる

我々の研究室は、スタッフ 3 名、JST 研究員 1 名

測定はそんなに多くはありません。希釈冷凍機と

( 中井祐介 )、博士課程 3 名、修士課程 7 名、4 年生

ミュオン実験を組み合わせた実験は、上記の目的に

3 名が在籍しています。現在は、ドイツのカールス

最適な測定と考えられます。我々はスイスの PSI で

ルーエ工科大学から博士学生が短期で滞在していま

California 大 Riverside 校 の D. E. MacLaughlin 教 授

す。研究室の年間行事はだいたい以下のようです。

と共同で低温ゼロ磁場 μSR 測定を行いました。図

4 月：お花見（新歓コンパを兼ねる。）

4 に示すように 100 mK 以下から緩和率の増大が見

5 月：春のハイキング

られ、試料全体にわたって弱い内部磁場が現れて

7 月：研究室発表会（前期）

いることを示しました。この結果は YbRh2Si2 では〜

9 月：大学院入試、物理学会参加

70mK で反強磁性秩序をし、秩序モーメントは 0.01μB

11 月：秋のハイキング

程度の小さなことを示す結果です。

12 月：研究室発表会（後期）、忘年会
1 月：博士論文発表会
2 月：修士論文発表会
3 月：追いコン、物理学会参加

0.6

4

研究室の homepage は

0.4

Asymmetry (%)

20

http://www.ss.scphys.kyoto-u.ac.jp/index.html
10

0

0

2

4

ますので、興味のある方は是非訪れてください。
6

8

Time(Ms)

G

2

L

, (Ms-1)

です。上記の研究内容についての詳しい記事もあり

3
400 mK
16 mK

G(t)=A exp(-(,t)G)
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当の怪磁性は、調べるうちに二つの原因が合奏し

旭光

た怪しいシンフォニーということが分かって、一つ

佐賀大大学院工学研究科

は CuO ナノ粒子自身の性質で、磁気凍結温度が激

物理学専攻

減したことによるものでした（論文 5）。もう一つ

鄭研究室

は微量不純物で Cu2Cl(OH)3 という化合物が液相法
作製時に僅かに共生していました。後者には実は 3
つの異形体結晶構造があり、それぞれ興味ある磁性
を示すことはわかりました（論文 6，7）。μSR 測定

１．はじめに

に行く段階ではこれらの純相を作り分けていまし

KEK の西山樟生先生から CuO 単結晶の μSR 実
験の立ち会いに誘われたのは 2000 年頃で、2002 〜

た。μSR 測定は磁化測定では分からない動的・静
的な磁気相関の区別に大変有効でした。

2003 年に KEK で、2004 年に TRIUMF で自分たち
のテーマとして μSR 実験をやり始めましたが、未
だに素人の域を出ていません。恐縮ですが、μSR
の面白さを具現する 1 ケースとしてご参考になる
所があるかもと思って研究室紹介を引き受けまし
た。その思いから μSR との関わりを中心に述べま
す。
２．研究内容紹介と μSR との関わり
現在当研究室では主に幾何学的フラストレーシ
ョン磁性及びナノ物性という二つのテーマについ
て研究しており、下記科研課題を実施済・中です。
基盤研究（B）新しい幾何学的フラストレーション
系物質ー水酸塩化物における新奇量子磁性の解明
（2007 〜 2010 年）
、特定領域研究

図 1：clinoatacamite の結晶構造

新奇量子磁性を

示す遷移金属水酸塩化物の純良単結晶作製と磁気相
関の解明（2008 〜 2010 年）
、特定領域研究

特異

これら Cu2Cl(OH)3 の一つの結晶相 clinoatacamite
2+

量子磁性を示した新奇 d 電子系物質 M2(OH)3X の単

は磁気イオン Cu が四面体構造を形成し（図 1）、

結晶成長と磁気構造決定（2010 〜 2012 年）、挑戦

これは初めての S=1/2 量子スピンのパイロクロア構

的萌芽研究

造で、後に Cu の 1/4 非磁性置換で発見された注目

巨大負熱膨張率・強誘電性をもつマル

チ新機能ナノ磁性体の創製（2010 〜 2012 年）。

のスピン液体物質 herbertsmithite ZnCu3Cl2(OH)6 の母

フラストレーション磁性とナノ物性、この一見

体物質になりました（Mendels et al., Phys. Rev. Lett.

関連薄い二つのテーマをやっているのはまったくの

98, 077204 (2007)）。この clinoatacamite 自体も興味

偶然です。もともと難しいと思われていた良質な

ある連続相転移を示し、18.1 K で一旦長距離秩序へ

CuO 単結晶の成長を気相輸送法で成功し（最大 4×5

の転移を示した後、秩序が乱れ、更に低温で長距離

2

cm ）、これに強い磁気・誘電分極・格子の相関を見

秩序と乱れが共存する特異な状態を μSR 測定によ

出しました（関連発表論文 1-4）。これらの特性が

り観測しました（論文 8）。Cu の量子スピンを反映

ナノ結晶化に伴ってどうなるかに強い関心を持ち、 して磁気モーメントが小さく 18 K 以下の秩序相で
2001 年に溶液法で CuO のナノ粒子を合成し、これ

KEK のパルスミュオンでもゆっくりしたミュオン

らにスピングラスに似て非なる奇妙な磁性を観察し

スピンの回転が見えてしまいました [ 図 2]。初心者

ました。μSR がこういうものに強いというのを聞い

の測定で回転が見えちゃって、折しも前日の新聞で

て、2002 年度から KEK 中間子施設に課題提案、こ

は回転ドアの事故があったばかりなので、ダブル効

の奇妙な磁性を追いました。

果で鮮明に記憶に残りました。
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0.2

の純相合成と磁性解明に明けくれてきました（論文

, (Ms-1)

0.4

0.15

0.3

9-13 等）。新奇フラストレーション物性が期待され

0.2

る磁気モーメントの配置としては、三角格子やカゴ
メ格子、四面体構造を持つパイロクロア格子等が候

Asymmetry

0.1
0
14

15 16

17 18 19

補に挙げられ、4f 磁性イオンで形成されるパイロク

20

ロア格子 A2B2O7 物質群等がよく研究されています。

T (K)

0.1

M2(OH)3X 系は 3d スピン系の量子効果が期待され、
また結晶格子の歪みが制御できることから、フラス
トレーションに対する格子歪みの効果を調べるこ

0.05

ともできます。
Cu2Cl(OH)3

フラストレーション磁性と並行したナノ物性の

0
0

1

2

3

4

5

6

Time t (Ms)
図 2-1：clinoatacamite でのミュオンスピン回転と中間相への
相転移

研究でもすこし面白いことは分かりました。過去に
CuO 単結晶において強い磁気・格子・強誘電の相
関を見出していましたが、これをナノ粒子化して巨
大負熱膨張率特性を観察しました（論文 14）。筆者
らが報告した酸化銅結晶での磁気秩序・強誘電性の

幾何学的フラストレート磁性体は、スピン相互作

強相関が最近になって（ferromagnetic と ferroelectric

用の競合のために通常の磁気秩序相に転移せず、ス

を併せ持つ）マルチフェロというカテゴリに分類さ

ピンアイス、スピン液体、部分秩序状態、スピン・

れ注目されました（Nature Mater. 7(2008) 291）。さ

ネマティックのような新奇な量子磁気状態の存在

らに結晶・磁性・電気特性の相関を生かし、ナノ

が観測または予想されています。一方でマルチフェ

スケールの温度・圧力敏感スイッチやセンサとい

ロイックと言われる強誘電・磁性共存現象の原因

ったマルチ新規機能のナノ粒子・デバイスの開発

であり、相互作用の競合の不安定性が電気磁気関

へのアプローチの開拓が期待されています（Nature

連物性に劇的な変化をもたらすと予想され、応用

Nanotechnology 2008 年 10 月 19 日号 news and view)。

面でも注目されています。上記の Cu 系水酸塩化物

酸化銅結晶での磁性・強誘電性・格子の強相関

は遷移金属水酸ハロゲン化物 M2(OH)3X (M : 3d 金属

を追い求めている内に幾何学的フラストレーション

イオン、X : ハロゲンイオン ) の物質群に属してお

磁性の分野に偶然に迷い込みましたが、これも縁か

り、本物質群では磁気イオンがやや歪んだ三角格子

なと思ってマルチフェロと幾何学的フラストレーシ

や四面体構造を形成し、豊富な結晶構造と磁気イオ

ョンの交差にこれからの研究活路を見出すと決めて

ンを共に有するので、我々はこの 6 年間本物質群系

います。マルチフェロは螺旋状の磁気秩序が原因と
されていますが、筆者もミュオンの回転ドアに入り、

10

と中性子実験のお蔭でマルチフェロ式の螺旋階段の

1.0

ように原点が元の位置よりすこし高くなっているよ

Clinoatacamite
8

0.8

6

0.6

4

0.4

2

0.2

うな気がします。
Baseline

Muon spin rotation frequency (MHz)

ふと気が付いたらまた原点に戻りました。ミュオン

弱小大学の一人研究室という事情を反映してほ
とんど私だけの小さい体験談になってしまいまし

0

0
0

5

10

15

20

Temperature (K)

図 2-2：clinoatacamite のミュオン・スピン回転周波数
と Asymmetry の変化

12

３．研究室風景

た。現在最大瞬間風速の博士課程 3 人修士課程 2 人
卒研生 3 人になっています。最後に研究室の現状を
反映する写真を添付して終わりとさせていただきま
す。
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図 3：試料作製に常用した石英管封入、
管径は φ50mm を超える。
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図 7：TRIUMF にて（左から筆者、KEK の小嶋さん、D3 の
萩原君と D1 の藤原理賀君）
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[3] Zheng et al., J. Appl. Phys. 92, 2703-2708 (2002).
[4] Yamada et al., Phys. Rev. B 69, 104104 1-7 (2004).
図 4：水酸ハロゲン化物系物質合成に不可欠な高圧水熱装置

[5] Zheng et al., Phys. Rev. B 72, 014468 1-8 (2005).
[6] Zheng et al., Phys. Rev. B 71, 174404 1-8 (2005).
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図 5：溶液法での試料合成

図 6：水熱法により合成した単結晶 by 萩原君
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青木

勇二

首都大学東京大学院
理工学研究科物理学専攻
電子物性研究室

希土類イオンが持つ f 電子は、比較的局在性が強
く、スピンや電子軌道に起因した内部自由度を持っ
ています。しかし、結晶中で伝導電子と混成するこ
とにより遍歴性を獲得し始めると、これらの自由度
が局在と遍歴の間で不思議な電子状態をもたらすこ
とになります。実際に希土類イオンを含む化合物に
おいて、重い電子と非従来型の超伝導、量子臨界点
近傍の揺らぎ、多極子の揺らぎと秩序、金属絶縁体
転移など、f 電子の個性が反映された多彩な物性が
見出され、強相関電子系の研究分野の一つとして発
展しています。
私達の電子物性研究室 [1] では、この様な f 電子
の物理に魅せられつつ、佐藤英行教授の指揮の下、
結晶の中に比較的大きなカゴ構造を含み、その中心
に希土類イオンが位置する化合物を中心に、新規物
性探索を目指した研究を進めています。充填スクッ
テルダイト RT4X12 および RT2X20 型化合物（結晶構
造を図 1 に示します）がその典型例です。前者で

図 1： カ ゴ 状 構 造 を 内 包 す る (a) 充 填 ス ク ッ テ ル ダ イ ト
(c) フラッ
RT4X12 および (b) RT2X20 型化合物の結晶構造。
クス法により育成された PrFe4P12 純良単結晶試料。

は、2003-2007 年の特定領域研究による集中的な研
究もあって、大きな進展が見られました（例えば、 ます。通常の電気炉の他に、テトラアーク炉、キュ
レビュー論文として [2,3] をご参照頂ければと思い ービックアンビル型高圧合成装置（図 2）を利用し
ます）。この一連の物質群では、希土類イオン R が、 ています。一部の充填スクッテルダイト化合物につ
プニクトゲン X12 で形作られる 20 面体のカゴの中

いては、Sn,Sb などの低融点金属を利用したフラッ

心に位置する特徴を持ちます。これが「ラトリング」 クス法により、dHvA 効果が観測できるレベルの純
と呼ばれる希土類イオンの非調和局所原子振動をも

良単結晶試料が育成可能であることを我々は示して

たらしています。一方、このカゴ構造により作られ

きました。軽希土類の充填スクッテルダイトの多く

る比較的等方的な希土類イオンの局所環境が、縮重

は常圧で育成できますが、重希土類では育成が困難

度の大きな結晶場準位構造を低エネルギー領域にも

であり、高圧合成を必要とする傾向があります。最

たらします。この両者の特徴により、f 電子の内部

近では、高圧合成装置の狭い試料空間の中で温度勾

自由度（多極子）またはラトリングが起源となった、 配をうまく利用して、高圧環境におけるフラックス
新しい電子状態の発現が期待されます。
この様な「多極子またはラトリングが関与する強

法による単結晶試料育成も試行錯誤の結果可能とな
ってきています。

相関電子状態」の探索において、純良な単結晶を用

この様にして得られた試料の物性測定は、PPMS、

いた物性測定を行い、物質の本質的振る舞いを明ら

MPMS、自家製 3He クライオスタット、希釈冷凍機、

かにすることが不可欠です。そこで我々は、幾つか

超伝導マグネット (16T, 9T, 8T) を組み合わせて行っ

の異なるタイプの炉を用いて単結晶育成を行ってい

ています。電気抵抗、ホール抵抗、熱電能などの電
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多極子研究において、静的内部磁場の発生の有
無を高感度で確定できる ZF-μSR は、非常に有力で
す。PrFe4P12 の 6.5 K における磁化率のピーク構造は、
発見当初、反強磁性相への相転移に対応するものと
考えられました。しかし ZF-μSR には静的内場の発
生が全く見られず、これが本質的に非磁性の相転移
であることが明らかとなりました（最近の理論研
究は、G1 型高次多極子秩序との解釈を提案してい
ます）
。PrRu4P12 の 60 K における金属 - 非金属転移
も、これに類似した非磁性相転移であることが ZF図 2：キュービックアンビル型高圧合成装置。4 GPa の高圧

μSR 実験から確認されました [8]。この系の相転移

環境下で、高温から数日間の徐冷を行うことによりフ

の面白い特徴は、4f 電子の結晶場準位が転移温度以

ラックス法による単結晶育成を可能にしています。

下で激しく温度に依存して動くことです（秩序相内
で Pr サイトは非等価な二つのサイトに分裂します

子輸送効果から、磁化、比熱の熱力学的物理量まで、 が、その内の一つでは、温度を下げて行くと、結晶
一通りの基礎物性測定を実験室内で行うことができ

場基底状態が一重項から三重項へ入れ替わります）

ます。2.5 GPa 以下ですが、圧力中の電子輸送効果

[9]。最近の研究により、数 K 以下の低温領域では、

測定も可能です。

Pr4f 電子の磁気モーメント ( 三重項基底状態 ) と Pr

実験室で見出された特異な物性は、その詳細な振

核スピンが超微細相互作用により結合し、これらが

舞いを、学外施設を利用した実験や学外研究グルー

複合状態を形成していることが明らかとなりました

プとの共同研究により、さらに深く調べることに

[10]。この温度領域では、LF-μSR により動的な内

なります。その一つとして μSR 実験は、微視的な

場の揺らぎが観測されていますが、この複合状態の

磁性を高感度で観測する手段として、様々な場面

持つ磁気揺らぎを捉えている可能性があります。

で威力を発揮してくれています。これまでに我々

八 極 子 秩 序 の 可 能 性 が 期 待 さ れ る SmRu4P12 で

は、 髭 本 グ ル ー プ (ASRC, JAEA)、 門 野 グ ル ー プ

は、ZF-μSR により自発的内部磁場の発生が観測され

(CMRC,KEK)、MacLaughlin グループ (UCR) のご協

[11,12]、少なくとも時間反転対称性が破れた相である

力を頂きながら、特に充填スクッテルダイトにおけ

ことが確認されました。十分低温では、Sm4f 磁気双

る非従来型超伝導や多極子秩序に関連する研究で、 極子と八極子が同時に秩序変数に寄与している可能
μSR の特性を活かすことにより、重要な物性を見

性があります [13]。μSR で見出された 3 K 近傍におけ

出すことができました [4]。

る新たな動的な内場の揺らぎの異常 [12] は、八極子

Pr イオンをベースとする稀有な非従来型超伝導体

が関与した揺らぎに起因しているのかもしれません。

PrOs4Sb12（ 超 伝 導 転 移 温 度 TC=1.85 K） で は、ZF-

カゴ状構造を持つ物質の重要な特性である「ラト

μSR により、超伝導相内での静的内場の発生を観

リング」は、それ自体は非磁性的現象です。しかし、

測し、時間反転対称性の破れた超伝導であること

振動する希土類イオンは 4f 磁気モーメントを持つ

を示しました [5]。従来型超伝導を示す PrRu4Sb12 や

ため、両者が結合することにより、μSR に特徴的な

LaOs4Sb12 ではこの様な内場の発生は見られません。 異常をもたらす複合状態が形成される可能性があり
この両者との置換型固溶体 Pr(Os1-xRux)4Sb12 や (Pr1-

ます。実際にその候補物質である Pr(Os1-xRux)4Sb12

y

Lay)Os4Sb12 では、置換元素濃度の増大に伴い、そ

において検討を進めています [14,15]。我々は「ラ

れぞれ異なる割合で内場が減小し、x*~0.6, y*~1 で

トリングが関与する強相関電子状態の探索」を、今

内場が消失することがわかりました [6]。また、TF-

後のチャレンジングな研究テーマとして考えていま

μSR により測定された PrOs4Sb12 のミュオンナイト

すが、この系は一つのとっかかりになるのではない

シフトは、TC 以下でスピン磁化率の低下が無いこ

かと思っています。ラトリングの将来について興味

と、即ち、奇パリティ超伝導であることを示唆して

をお持ちの読者の皆様には、ご意見やお考えをお聞

います [7]。

かせ頂ければ幸いです。
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[11] K. Hachitani et al., J. Phys. Soc. Jpn. 75 (2006) 124712.
[12] T. U. Ito et al., J. Phys. Soc. Jpn. 76 (2007) 053707.
[13] Y. Aoki et al., J. Phys. Soc. Jpn. 76 (2007) 113703.
[14] R. Miyazaki, et al., J. Phys.: Conf. Ser. 200 (2010)
012125.
[15] P. Thalmeier, Phys. Rev. B 81 (2010) 224305.

図 3：研究室の同窓会 (2011 年 6 月 )。南大沢キャンパス内の
フレンチレストラン「ルヴェソンヴェール」にて。ラッ

最後に、我々の研究室がある首都大学東京の南大
沢キャンパスを紹介しておきましょう。南大沢は、
新宿から京王線で 40 分の距離にあり、駅を出て、
南仏プロヴァンスの街並みを真似たアウトレットパ
ークを抜けると、すぐキャンパスです。そんな都会
の喧騒の一方で、キャンパス内には梅雨のシーズン
になると蛍が飛び交う小川が流れ、多摩丘陵の自然
が豊富に残っています。空気の澄んだ日には、窓の
外に富士山を眺めることができます。南大沢キャン
パスは学会や研究会の会場になることもしばしばあ
りますので、機会があれば、ぜひお立ち寄りくださ
い。
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U より右の超ウラン（Np、Pu、Am、Cm）化合物
の低温物性実験が行える場所は、日本では本グルー

日本原子力研究開発機構

プ施設と東北大金研だけである。実際、U、Pu、Np

先端基礎研究センター

と研究を進めていき、最近 AmO2 の NMR 測定に成

重元素系固体物理研究グループ

功した。Cm 化合物までの物性測定を目指している。
最近、Pu や Np 化合物で新しい非 BCS 型超伝導体
が見つかってきており、NpO2 では新奇な磁気八極
子秩序も見つかっている。まだまだ新しい超伝導体・

１．研究概要

磁性体が発見されると思われるので、超ウラン化合

原子力機構先端基礎研究センターでは、原子力

物は強相関系の魅力的な未開拓領域といえる。この

の持つ無限の可能性を基礎科学の立場から掘り起こ

観点から、現在 J-PARC ／ MLF では実質的にアク

し、更にその過程から新学問分野を開拓し学術の進

チノイド物質の μSR 実験ができないことは大変残

歩と最先端の科学技術の振興を図っている。将来の

念であり、できるだけ早く可能になることを期待す

原子力科学の萌芽となる未踏分野の開拓を進め、新

る。やりたいアクチノイド試料は J-PARC から自転

原理、新現象の発見、新物質の創生、新技術の創出

車でいける施設に既に準備できているのである。

を目指した先端原子力科学研究を行っている。現在

先端基礎研究センターには、強力な物質開発グ

は、前川禎通センター長の下、先端材料基礎科学、 ループ（Z. Fisk グループ）があり、超ウランを含
重元素基礎科学、放射場基礎科学の 3 分野を設定し、 めた物質開発と試料純良化を行っている。f 電子系
11 の研究テーマを展開している。物理、化学、生

化合物の低温電子物性研究では、純良な試料を用い

物等の異質な研究者が同居しているため、刺激があ

ることが特に重要なので、身近に物質開発グループ

る環境である（ここの生物関係者は、Pu を食べて

がいて密接な研究協力を行えることは本グループの

しまうバクテリア研究者など、やはり特殊ではある

大きなメリットである。

が…）。
我々のグループは、NMR と μSR を用いて、主に

２．メンバー

f 電子系の電子物性研究を行っている。強相関電子

現在、パーマネントスタッフは 5 名＋博士研究

系物質の特異な磁性と超伝導の研究が現在のテーマ

員 1 名である。このうち髭本亘、伊藤孝、二宮和彦

の中心である。NMR と μSR は波数、エネルギー空

は主に μSR、神戸振作、徳永陽、酒井宏典は主に

間で互いに相補的であるため、この両手法を駆使し

NMR の実験を行っている。

て低エネルギー励起を詳細に明らかにすることに
よる物性解明を目指している。J-PARC 稼働に伴い、 ３．研究施設
μSR と NMR の施設が東海の同一キャンパスになっ 3.1 μSR 施設
た利点は大きい。特に、NMR の実験をしながら自

μSR は、J-PARC を中心に活動している。J-PARC

転車で μSR の施設に行けるようになったわけで大

では、2006 年より機器の製作を開始し、現在稼働

変喜んでいる。昨年度来、J-PARC ではビーム強度

中の D ラインの分岐部から下流側、D1 実験エリア

も順調に増大し、着々と μSR スペクトルメータの

のビーム取出し部までの電磁石と電源などの整備を

整備が進んでいたところに震災の遭遇したことは誠

行った [1]。また時間分解能向上のため、ビームス

に残念であった。震災で J-PARC ／ MLF も大きな

ライサーの開発と設置を行い、立ち上がり時間の短

被害を受けたが、μSR メンバーの士気は高く、来

いパルス状電場の印加でのミュオンパルス整形に

年からの再稼働が待たれる。

より 30 ns 程度の幅までパルス幅を短くすることも

我々の研究のもう一つの大きな特長は、放射性物

可能とした。さらに Fly Past チャンバーの整備によ

質（アクチノイド化合物）を扱えることである。昨

る実験の低バックグラウンド化など、実験の質的向

今、日本の大学では、放射性物質の取り扱いがます

上も進めている。これらの機器は共同利用を通じ

ます困難になってきているのでアクチノイド化合物

てユーザーにも利用されている。さらに 2 K まで冷

の物性研究を行える意義は大きい。特に、周期表で

却可能な無冷媒冷凍機の開発、新規分光器開発等
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も進行中であり、様々な条件下での大強度 μSR 法

４．最近の成果

の開拓を推し進めている。また、現状 J-PARC はま

4.1

だあらゆる実験条件には対応していないことから、

SmX3 の μSR

f 電子の状態は、強いスピン軌道相互作用の結果

TRIUMF、PSI、RAL において相補的な実験も行い、 として全角運動量 J によって特徴付けられる。3 価
4f 電子系を中心とした科学を多角的に推進してい

の Sm の J は 5/2 であり、Ce 系 (J=5/2) と同様に多

る。それと共に、ミュオン X 線測定用の Ge 検出器

様な多極子物性が観測されることが期待されるが、

も有し、分子状態を探る新たな手法開発等も平行し

小さな磁気モーメントや中性子回折実験が困難であ

て行っている。

る等の理由により、微視的な観点からの理解はあま
り進んでいない。一方で、これらの特徴は μSR に

3.2 NMR 施設

とってはむしろ長所の生かしどころである。近年、

現在、原子力機構東海／原子力科学研究所に 3 台

我々はこういった点に着目し、Sm 系の系統的な研

の NMR スペクトロメータ（零磁場型、磁場掃引型、 究を進めている。
定常磁場型）、原子力機構大洗／東北大金研大洗施

SmX3(X=In,Sn) は、四極子秩序を示す典型物質で

設内に 2 台の NMR スペクトロメータ（低温用と高

ある CeB6 に非常によく似た物性を示し、現状では

温用の磁場掃引型）を有している。すべての NMR

Sm 系において唯一、純粋な四極子秩序を示すと考

スペクトロメータは管理区域内に設置され、放射性

えられていた系である。これらの物質は低温におい

試料の測定ができるようになっている。東海では

て多段の相転移を起こし、磁気エントロピーを逐次

主に U 化合物の実験、大洗では超ウラン化合物の

的に放出する。四極子を主要な秩序変数にもつと考

3

実験を行っている。 He と希釈冷凍機を有し、磁場

えられているのは、最も高温側の秩序相である第 II

12T、温度 30 mK~600℃ までの実験が行える。極限

相である。この四極子秩序を検証すべく零磁場にお

環境下の NMR 測定開発にも力を入れている。f 電

いて μSR 測定を行ったところ、予想に反して第 II

子系では、電子 Grüneisen 定数が大きいため圧力下

相において静的局所磁場の発生が観測された [2,3]。

での実験が有効である。そこで NMR 用圧力セル開
発している。3 GPa までの実験には成功しており、
(a) ZF-MSR

5 GPa 以上を目指している。また強磁場下でのアク

0.08

チノイド化合物の NMR も推進しており、米国ロス
アラモス研（LANL）、国立強磁場研（NHMFL）と

15.8 K
14.1 K

0.06

AP (t)

協力して U 化合物の強磁場下 NMR を行っている。
12.0 K

0.04

11.4 K

0.02

0.00
0

9.4 K
10.5 K

2

4

6

8

Time [Ms]
図 1：SmSn3 における零磁場 μSR スペクトルの温度依存性 [2]

これは秩序変数が何らかの磁気多極子（おそらく磁
気双極子）であり、電気四極子ではないことを端的
に示している。本実験結果により、Sm 系で唯一の
四極子秩序の可能性が否定されたことになるが、何
か Ce 系に比べて四極子秩序が起こりづらい理由が
東海研管理区域内の NMR スペクトルメータ。測定者は加藤

あるのだろうか？我々は、de Gennes の考え方を拡

治一博士研究員（現高知大准教授）

張して磁気双極子間相互作用と電気四極子間相互作
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用の関係を 3 価のランタノイド全般について比較

17
そ こ で 我 々 は AmO2 に お い て O-NMR 測 定 を

し、Sm 系において前者が卓越傾向にあることを見

行った [5]。その結果、核スピン - スピン緩和時間

出した [3]。とは言え、両者は競合状態にあること

(T2) の発散による 8.5 K 直下での信号の消失を観測

から、四極子が他の物理量と結合すれば純粋な四極

し，さらに低温で内部磁場によるスペクトルの増大

子秩序も十分に起こり得る。今後の物質開発に期待

を確認した [ 図 2]。これらは相転移の存在を微視的

するところである。

観点から初めて証明するものである。また今回の実
験では Am の α 崩壊に伴う自己照射損傷が、その

17

4.2 AmO2 の O-NMR

電子状態に強い影響を与えていることも示唆され

二酸化アメリシウム (AmO2) における 8.5 K での

た。AmO2 の秩序変数の同定のため、現在、自己照

相転移の存在は 1975 年の帯磁率測定の結果から初

射損傷のより少ない試料での NMR 実験を準備して

めて示された。しかし同じ時代に行われた中性子散

いる。

乱、メスバウアー分光測定では 8.5 K 付近で異常は

本研究は我々の知る限り Am 化合物における初め

観測されず、このためこの相転移が本当に AmO2 の

ての NMR 研究である。超ウラン元素の強い放射能

バルクの性質なのかが疑われてきた。しかし一方で、 の問題のため、これまで 5f 電子系では f 電子数を
帯磁率では観測されるが、中性子とメスバウアーで

変えながらの系統的な研究は行われていなかった。

は観測されないという状況は、八極子秩序を示す二

今後 Am まで研究対象が拡がることにより、4f 電子

酸化物ネプツニウム (NpO2) に非常に良く似ており、 系との違いを含め、f 電子物性のより総括的な理解
5

さらに最近、首都大の堀田氏により f 電子系の特

が得られるものと期待している。

性として Am が Γ 8 基底も取りうることが示された
ことから、新しい多極子秩序の可能性も議論される
ようになってきた [4]。

4.3 CeRu2Al10 の μSR
この “1-2-10” 化合物群は、Cmcm の斜方晶の結晶
構造を持つ。CeRu2Al10 では、Ce-Ce 間の距離が 5.2
A と大きいにも関わらず、27 K という高い温度で
相転移があるため、単純な磁気相転移ではない可能

paramagnetic state

AmO2
T=200 K

性が指摘され注目されていた。我々は、この相転移
の起源を同定するため、J-PARC D1 port にて零磁場
の μSR を測定した [6]。図 3 に零磁場スペクトルを

Signal Intensity (a.u.)

示す。27 K 以上の常磁性相では、緩和曲線は久保
- 鳥谷部関数で良くフィットできる。しかし、27 K
以下では明確な振動が現れ、その周波数は低温で増
-600

-400

-200

0

200

400

大する。これは相転移点で内部磁場が現れることを
示しており、この化合物の転移が磁気相転移である

magnetic ordered
state

T=1.5 K

ことを初めて明らかにした。
内部磁場は 3.5 K で 30 Gauss 程度である。Ce サ
イトの磁気モーメントは 3μB 程度であり、常磁性状
態での緩和への核双極子相互作用からの寄与の見積
もりからミュオンは 4a サイト付近に止まっている
と考えられる。これらの考察から、現れた内部磁場

-8000

-4000

0

4000

8000

Internal Field (Oe)
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図 2：AmO2 で得られた O-NMR スペクトルの温度依存性 [5]

「めそん」No.34, 2011 年

秋

は、反強磁性秩序状態によりミュオンサイトで内部
磁場がキャンセルするために小さいくなっていると
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Li(Mn,Zn)As と I-II-V 磁性半導体の合成と μSR 研究

0.6

が 2 年間にわたり採択され、活発な共同研究活動が

3.5K (0.4)

行われている。
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図 3：CeRu2Al10 の零磁場 μSR スペクトル [6]

CeRu2Al10 の相転移は、構造相転移を伴う可能性
もあり、現在も研究が続いているが、少なくとも磁
気秩序を伴うものであることが本研究で初めて明ら
かになった。
５．研究協力体制
国内外の研究機関との共同研究を積極的に推進し
ている。国内では高エネルギー加速器研究機構と
J-PARC における μSR 分光器開発に関する共同研究
契約を締結し、J-PARC での機器製作と設置に対し
ての協力体制を確立している。また東北大学金属材
料研究所とアクチノイド物性研究に関する共同研究
契約を結んでおり、大洗の量子エネルギー材料科学
国際研究センター内に NMR 装置を設置し、共同研
究を推進している。国際協力としては、フランス原
子力庁（CEA）、ヨーロッパ超ウラン研究所（ITU）
と、超ウラン化合物の物性研究に関する国際協定を
結んでおり、研究者の相互交流が進んでいる。先
端研では、昨年度から黎明研究を国際化し広く公
募している。我々に関しては、G.H. Lander 博士と
A. Hiess 博士（ILL）の極限環境下でのアクチノイ
ド化合物の物性研究、植村教授（コロンビア大）の
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の高度化」と「革新的機能材料開発」について紹介
します。

物質・材料研究機構物理学
量子ビームセンター
中性子散乱グループ

2-1．マルチスケール評価技術の高度化
このテーマの下では構造解析ソフト開発と小角
散 乱 に 関 す る 研 究 を 行 っ て お り ま す。 最 初 の 構
造解析ソフト開発ですが、泉らによって 2000 年
に 開 発 さ れ た X 線・ 中 性 子 粉 末 構 造 解 析 ソ フ ト

１．はじめに

REIETAN-2000 は、材料研究分野では突出した被引

我々は中性子のグループで、ミュオンを用いた研

用回数を誇っています。中性子散乱グループでは、

究を行っているのは今のところ私一人ですが、研究

RIETAN-2000 の後継統合ソフトとして、次世代多

室紹介という滅多にない機会を頂きましたので紹介

目的パターンフィッティング・システム RIETAN-

させて頂きます。

FP を 2005 年 12 月に web 上に公開しました。この

この「中性子散乱グループ」は、5 年前に物質・

RIETAN-FP の特徴は、MEM 法を用いることで、従

材料研究機構（以下、NIMS）内に量子ビームセン

来解析の難しかった乱れた原子配置や、化学結合、

ターが設立された際に、中性子をキーワードに人が

非局在電子、非調和熱振動を 3 次元的に可視化する

集められ新しく作られました。量子ビームセンター

ことができる点です。従って、RIETAN-FP は、次

に所属する他の「放射光」「イオンビーム」「原子ビ

世代の粉末構造解析ソフトとして、基礎研究者ばか

ーム」のグループとは異なりビームポートは持ちま

りでなく、材料研究者さらには、計算機シミュレー

せんが、私を含めたバルク系及びナノ粒子の磁性屋

ションで物質・材料予測を行っている研究者に今後

さんから、構造材料を対象とした小角散乱の専門家、 広く利用されるものと期待しております。
そして構造解析ソフトの開発をされている方までバ
ラエティに富んだメンバー構成となっております。
メンバーについては、グループの HP（http://www.
nims.go.jp/nsg/）をご参照下さい。
NIMS はつくば市にあり、千現地区、並木地区、
桜地区とあります。中性子散乱グループの主体は千
現地区に居室を構えており、つくば駅から歩いても
15 分程度です。中性子実験については、海外での
実験は稀で、主に原子力機構の研究用原子炉 JRR-3
での実験がほとんどで、J-PARC での実験も少しず
つ増えております。

もう一つの中性子及び X 線を用いた小角散乱法

本稿では、最初に鉄鋼等の構造材料から生体材料

の開発では、X 線小角散乱装置と原研の中性子小角

まで、様々な物質・材料開発を行っている研究所な

散乱装置の相補的利用の基盤の構築を目的にしてい

らではという研究についてご紹介させて頂きます。 ます。具体的には NIMS に Cr をターゲットにした
次に μSR の研究について、最後に本グループのも

低波数 - 高輝度型の X 線小角散乱 (SAXS) 装置を導

う一つの特色である試料育成についても触れたいと

入し、鉄系合金における評価可能な最大粒径が 30

思います。

nm から 100 nm へと向上し、既存の Mo をターゲッ
トにした SAXS 装置との併用により、できる空間

２．中性子散乱研究内容紹介

スケールを大幅に拡大させることに成功しました。

研究テーマとしては、他の公的研究機関の例に漏

この装置は、世界で唯一の装置で、テーマタイトル

れず、NIMS でも 5 年単位の中期計画に基づいた研

にあるように、マルチスケール解析技術の高度化に

究テーマが立てられております。以下にわれわれの

進展をもたらすものと期待しております。

グループの 2 つのテーマ「マルチスケール評価技術
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2-2．革新的機能材料開発

した。この成果は、磁場によって弱磁性の微粒子が

このテーマの下で行われている研究は沢山ある

配向する過程を直接観察した初めての例であり、中

のですが、ここでは NIMS 内共同研究のテーマに

性子回折が微粒子の配向過程を直接観測する手段と

ついてご紹介致します。中性子散乱グループでは、 して有用な方法であることを意味します。特に、X
NIMS で行われている様々な物質・材料の研究開発

線と比較して物質を透過する能力の高い中性子を用

に対して中性子実験ニーズ開拓を行っております。 いると、試料全体の磁場配向過程を捉える事ができ
またこれは同時に、中性子利用を普及する側にとっ

るため、今後、中性子回折によって様々な材料の微

ては、新しい中性子利用方法のシーズ発掘と、該当

粒子の配向過程が解明されることが期待されます。

分野における中性子ユーザー拡大に繋がります。研 「ジェットエンジンタービンブレードの非破壊検査
究機関内もしくは大学内での共同研究は珍しいもの

に向けた中性子利用」（NIMS 超耐熱材料グループ

ではないと思いますが、中性子散乱グループでは、 と原子力機構との共同研究）
「積極的」に他の研究グループに直接働きかけ、中

タービンブレードは、エンジン内部の最も過酷な

性子実験を行っている点が「少々」違う点と思われ

環境において性能の限界近いところで使用している

ます。それは以下のテーマを見て頂ければわかると

ため、想定を越える劣化・損傷が起こります。飛行

思います。それらは、この 5 年の間に新しく進めら

中のエンジン停止の原因の 4 割がタービンブレード

れたものです。

の破断です。また、タービンブレードの 1 枚辺りの

「アルミナ微粒子の磁場配向のその場観察」

価格数十〜百数十万円（一つのジェットエンジンに

（NIMS 微粒子プロセスグループとの共同研究）

数百個）と非常に高価であるために、タービンブレ

セラミックスの中でもアルミナ材料は、電気絶縁特

ードの非破壊検査方法は、安全面からも、コスト面

性、耐熱性、力学特性、熱伝導、光学特性が優れて

からも期待がされます。また、タービンブレードに

いるため広く用いられています。アルミナ材料を形
成するアルミナ微粒子を強磁場環境下において一定
方向に配向することにより、こうした特性は更に向
上することが知られていました。しかしながら、磁
場による配向をより完全にするためには、微粒子の
配向過程の解明が求められていました。中性子散乱
グループでは、原子力機構の研究用原子炉 JRR-3 で
中性子散乱実験を行い、図 1 に示すように 10 テス
ラまでの磁場下で、溶媒中に分散したアルミナ微粒
子が配向する過程を観察することに初めて成功しま

図 2：Ni 基超合金クリープ試験片におけるクリープ時間毎の
ω スキャンのマップ図。実験は JRR-3 RESA2。

は、セラミック等による表面コーティングされてい
るために、他の手法と比較して透過性の強い中性子
にメリットがあります。これまでの研究では、ター
ビンブレードと同じ材料である Ni 基超合金のクリ
ープ試験片において、結晶粒の回転を観測すること
に成功しております。図 2 に示しますように、クリ
ープ時間が増えることにより、試験片の一部で結晶
図 1：溶媒中に分散したアルミナ微粒子の配向度の磁場依存
性の図。実験は JRR-3 MUSASI-L。
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粒の回転が始まり、これが破断へ繋がっていると考
えられます。
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である系についてご紹介致します。f 電子の数が偶
数である非クラマースイオンである場合、立方対称
の結晶場によっては、磁気モーメントである磁気双
極子の自由度は持たないが、電気四極子と磁気八極
子の自由度を持つ二重項 Γ3 が基底状態となる場合
があります。この電気四極子や磁気八極子の振る舞
いを、μSR によって微視的に観測することを目的
にしています。電子系の van-Vleck 項と超微細軌道
相互作用による増強核磁気モーメントからの内場を
図 3：反応過程の in-situ 観測のための高温炉と回折実験。実
験は JRR-3 MUSASI-H

μSR を用いて観測し、電子の四極子と核の四極子
との結合を通じて、間接的に電子系の四極子の情報
を得ようというものです。これまでに、立方晶化合
物 PrMg3 において、μSR で得られたスペクトルが、
縦磁場変化を含めた dynamical Kubo-Toyabe で解析

その他には、「極限環境下における航空宇宙材料

できることがわかってきました。また、その解析か

の材料評価」（NIMS 極限環境グループと原子力機

ら得られた増強核のエンハンスメントの値は、帯磁

構との共同研究）、「高温超伝導線材の線材内での反

141
率から期待される値とほぼ一致しており、 Pr 核の

応過程の解明（参照図 3）」（NIMS 高温線材・先進

揺らぎを観測していることは間違いないと思われま

線材グループとの共同研究）、「高スピン偏極率材料

す。後は、この揺らぎの起因として f 電子系の自由

のサイト秩序」（NIMS 磁性材料グループとの共同

度、つまり電気四極子や磁気八極子の揺らぎとの関

研究）等を NIMS 内共同研究として行っております。 連について、現在解析を進めているところです。
３．μSR による研究について
最近行った μSR の研究を 2 つ紹介します。一つ
めは、強磁性転移より低い温度でスピングラス的な

４．試料育成
最初にグループを作る際に元来磁性研究者で試料
育成を行っているメンバーが多かったこともあり、

振る舞いを示すリエントラントな転移を示し、また、 多様な試料作成装置、特に単結晶育成を目指した装
巨大磁気抵抗を示すスピネル化合物 CuCrZrS4 の研

置が多数所有していることもこのグループの特色で

究です。巨大磁気抵抗は NIMS の古林によって観測

す。例えば、蒸気圧が高く融点も 1000 度を越え、

され、サンプル提供の室蘭広大の永田先生との共同

アーク炉等の開放系や石英管の手段では単結晶育成

研究です。ミュオンを用いた実験は、理研 RAL の

が不可能な系に関して、モリブデンやタングステン

渡邊さんからのご提案を頂きました。この後に紹介

坩堝を用いて電子ビーム等で原料を封じ込める事に

致しますが、希土類化合物の多極子研究について

よって、純良単結晶を育成する方法が確立されてい

μSR を用いた研究について思案していたので、μSR

ます。

の研究を始める良いきっかけを頂きました。この研
究では、μSR によって、結晶内部において不均一

以上、ちょっと研究の話ばかりで固い話が多くな

な動的に揺らぐ内場が発生し、中性子磁気散乱や磁

ってしまいました。冒頭に述べましたように、5 年

化率等の結果と合わせて、強磁性相関と反強磁性相

前にできた新しいグループで、23 年度から始まる

関が競合している描像が得られました。巨大磁気抵

次期中期計画においても、中性子散乱グループは引

抗は、競合する二つの相互作用の関係が磁場により

き続き存続することになりそうです。個人的には、

変化することに起因すると、現在のところ考えてお

同じ「量子ビーム」の括りに入る μSR 実験につい

ります。

ても、中性子で行われていると同じように、NIMS

2 つめは、上述したように希土類化合物における

内でのミュオンを使えば、面白そうなことができそ

多極子に関する研究で、東北大学の高木滋先生との

うな対象物質を探してやっていきたいと思っており

共同研究です。特にここでは、“ 非磁性 ” 基底状態

ます。
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西田

信彦

ン偏極ミュオンビームの開発に成功、J-PARC で超
低速ミュオンスピン回転緩和法が新しく始まりつつ

東京工業大学理工学研究科

ある。これは、物質表面近傍では、表面から深さ方

物性物理学専攻

向に 1 nm 空間分解能の空間分解能で電子状態をプ

教授西田研究室

ローブすることができるナノサイエンスの新プロー
ブで、新しい切り口で物性理解をもたらす新方法で
ある。特に、STS が表面の電子状態を測定するプロ
ーブであるので、組み合わせることにより「ナノサ

低温物理実験の研究室で、興味あるものはなんで

イエンス」の新展開を図りたいと考えている。

も冷やし、調べてみようと、低温物理実験を行って

研究室では、研究手段として、(1) 極低温・高磁

来た。世界最高精度の装置を用いて、また、他研究

場ではたらく走査トンネル分光顕微鏡法（LT,HM-

室では行えないような手法を開発して実験を行うよ

STM/STS）、(2) 超高真空極低温薄膜「その場」精密

う心がけてきた。1984 年物性研究所から東京工業

電気伝導測定、(3) ミュオンスピン回転緩和法、の

大学に着任して、早いもので 27 年経過した。物性

三つを用いて来た。これらの方法を研究課題に対し

研究所では、大型核断熱消磁冷却器を設計・製作、 適宜組み合わせ、研究を進めて来た。ミュオンスピ
当時の世界最極低温記録 27μK を実現し、hcp 固体

ン回転実験は、東大理系大学院、山崎敏光研究室

3

He の核磁性、 He- He 混合液の超流動探索等を行

で博士課程在学のときから行っているものである。

った。東工大では、新研究テーマおよび実験装置を

STM 実験は、前述したように 20 年をかけ研究室で

工夫し、実験、教育に取り組むことになった。

独自に開発したものである。超高真空極低温薄膜

3

4

そのころ、走査トンネル分光顕微鏡 (STM/STS) 「その場」電気伝導測定装置は、超高真空下 (10-9−
が発明され、原子を実験室で簡単に観測できるよう

10-10Torr) で、高融点金属の急冷蒸着膜を 1 nm 以下

になった。物性物理実験は、通常は、比熱、磁化、 の膜厚から作成し、その場で 0.2 K、7 T の条件下、
電気抵抗等、また、中性子散乱、NMR 等の微視的

電気伝導精密測定ができるものである。超高真空技

測定法も、試料中である種の平均がなされた物理量

術と極低温技術を融合して開発した装置である。

を測定し、その実験結果から、物質中における電子

ホームページ

の運動形態を推論する。STM/STS 法は、原子長空

http://ltp.phts.titech.ac.jp にもアクセスされたし。行

間分解能で局所電子状態密度が測定できるので、電

ってきた実験の主なもの、開発した実験装置につい

子の量子力学波動関数を実空間で測定できる方法と

て簡単に紹介し、研究室紹介とする。

言える。「ナノサイエンス」は人によりいろいろな
考え方があるが、物性を電子状態実空間測定から、 (1) 極低温「その場」薄膜精密電気伝導測定実験
理解する新しい一つの新研究分野が出現したと考
え、実験計画を立てることにした。この観点から、

超伝導−絶縁体転移
物性研にいたころ、1979 年 Anderson 局在のスケ

特に、STM/STS を超伝導研究に使おうと、1990 年

ーリング理論が発表され、2 次元金属は乱れがあれ

頃、研究室で独自に、高磁場、極低温ではたらく

ば温度を下げれば絶縁体になるという。大型核断熱

STM の開発をはじめることにした。 現在、高磁場

消磁冷却器は、希釈冷却器温度の広い空間があり、

(15T)、極低温 (0.2 K)、空間分解能 (0.05 nm) ではた

2 次元金属薄膜の電気抵抗をできるだけ低い温度ま

らく STM/STS 装置開発に成功している。 銅酸化物

で測定してみようと実験を始めた。東大理・物理

高温超伝導体をはじめとする第 2 種超伝導体の量子

小林研究室の Ni や Cu の酸化微粒子結合膜（当時、

渦糸芯、また、磁場中超伝導体の渦糸が織りなす「渦

院生の小森氏（現、物性研教授））、物性研森垣研究

糸物質」と呼ばれる種々の相を STM/STS 法で調べ

室のアモルファス Si-Au 系膜試料（研究生の山口氏）

ている。新手法を「超伝導ナノサイエンス」と名づけ、 を用いて実験を行った。Si:Au 系は、Au が 18% 程
超伝導理解に革新を起こそうと実験を続けている。 度のとき超伝導を示すことを見つけ、電子局在と超
一方、ミュオン科学の分野で、KEK・理研のグル

伝導の競合について調べた。その継続として、東

ープが、今までより、7 桁エネルギーを下げたスピ

-9
-10
工大では、超高真空（10 −10 Torr）中で 4.2 K 基
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板上に高融点金属 Nb を急冷蒸着して、アモルファ

体 Bi2Sr2CaCu2Ox の実験を行ったとき、その実験結

ス超薄膜を 1 nm 以下の膜厚から 0.02 nm で膜厚を

果を解析し、考察する際に、大変役にたった。銅酸

制御して作成、「その場」電気抵抗測定を行い、超

化物超伝導体の μSR 研究は、多くの方に試料（物

伝導 - 絶縁体転移を調べることにした。図 1 のよう

性研家研究室、為ヶ井（現、東大物工准教授）等）

に膜厚増加により、絶縁体から超伝導を示すよう

に提供してもらい、また、多くの方の協力を得た。

になる。膜の面抵抗値がクーパー対の量子抵抗 h/

TRIUMF では、TRIUMF 在籍の久野氏（現、阪大教授）

2

(2e) ≒ 6.45 kΩ のあたりが境となり、量子相転移の

が実験に加わってくださり、大変ありがたかった。

問題として研究が行われ、未解決である。超伝導−

山崎敏光先生も TRIUMF のマシンタイムに参加し

絶縁体の臨界領域は遮蔽効果が抑制されるので、強

てくださり、一緒に実験できたことは大変うれしい

相関電子系であり、高温超伝導体のアンダードープ

ことであった。また、青山学院の秋光先生、当時物

領域の問題とも関連しおり、研究を続けている。現

性研の毛利先生も実験にお誘いし、一緒に高圧 μSR

在、超高真空蒸着装置に超伝導磁石と自作の希釈冷

実験を行った。学生を含めると大勢力で、あるとき

却機を組み込み、0.2 K の極低温、また、7 T の磁場ま

TRIUMF の全ミュオンチャンネルを使い実験したこ

で電気抵抗「その場」測定ができるようになっている。 ともあった。KEK の西山さんと協力して、銅酸化物
超伝導体 (YBa2Cu3O7)、遷移金属酸化物 (MnO、CoO、
(2) ミュオンスピン回転緩和法実験
酸化物の μSR 研究

NiO、CuO、TiO2)、MgO の酸素位置を μ−SR で調べた。
興味ある結果を得られたが、まだ理解は不十分であ

山崎敏光先生を指導教官として、強磁性金属の

り、萌芽的な物理を含んでいると考えている。

+

μ SR 実験で、1977 年博士論文を修了したあと、物
+
性研の超低温開発に携わり、μ SR 実験から離れて

108

a-Nb-Al2O3 film2

いたが、1986 年から、山崎先生を代表者とする中
間子科学特定研究がはじまり、私は「極低温にお
106

ける μSR 法の研究」と題して、極低温下の物質中
+

+

で μ の形成する一風変った系 μ 量子拡散現象、量
能性を追求すると、特定研究に参加させてもらい、

9.0Å

R0(7)

+

子固体液体中の μ 等を研究し、μSR 法の新しい可

104

11.6Å
22.1Å

μSR 実験を再開した。1987 年 1 月、東大駒場の氷
上氏から Tc が窒素温度を超える超伝導を作ったと

102

連絡をもらい、大変刺激を受け、高温超伝導研究
に貢献すべきと、氷上氏の試料でミュオンスピン
回転法による高温超伝導研究を始めた。4 月、物

1000

5

10

性研石川征靖研究室で、酸素量を系統的に変えた

T (K)

YBa2Cu3Ox 系試料作成に成功、物性を調べておられ

図 1：a-NB 超薄膜の電気抵抗温度依存性。

た。試料を提供してもらい、1987 年 5 月、TRIUMF
高温超伝導特別マシンタイムに、現在、東工大低
温センター准教授の大熊さん、修士の学生と参加。
YBa2Cu3Ox 系で、x=6 が反強磁性秩序を高い温度で
示すことを中性子散乱、NMR 実験に先んじて発見。
多くの銅酸化物超伝導体の磁気相図を作成した。特
に、YBa2Cu3Ox 系は詳しく調べ、超伝導が消える
あたり（under-dope 領域）には乱れた磁性が観測さ
れ、反強磁性と超伝導の混合体なのか、また一様な
ものなのかよくわからなかった。この結果は、後に
極低温走査トンネル分光顕微鏡を作り、高温超伝導
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25

特集

我らが研究室へようこそ（世界編その 2）

+
固体水素 μ SR

+
東工大で、これらいろいろなテーマの μ SR 実験

+

極低温で μ が作る興味ある系として、固体水素
+

を考えた。物質中では μ は水素の同位体として振
+

舞うので、水素ばかりでできた系中の μ はいか
+

で、8 名の学生が修士論文を書き、2 名の学生が博
士論文を完成した。また、多くの研究者に μSR 実
験の魅力を広報できたと考えている。現在は、超低

なるものであろうか、安定な三角形分子 H3 と類

速ミュオンスピン回転緩和法による表面・界面・薄

似な H2μ が生成され、その量子的動的挙動を期待

膜研究を次に述べる STM/STS と組み合わせた研究

+

+

して行った実験である。固体水素に打ちこんだ μ

を模索中。

+

は、三つの形態、三角形状の安定な分子 H3 類似
+
+
+
の H2μ 、ミュオニウム（μ e−）、μ の状態、をとり、 (3) 極低温走査トンネル分光顕微鏡（STM/STS）

H2μ+ は回転状態にあること、他は量子拡散を示す

東工大に移った後、いろいろな縁が重なり STM

ことが明らかになった。当時、博士課程の髭本氏（現

を用いた実験研究を行うことになった。1987 年吉

在、原研先端基礎研）が、パラ水素、オルソ水素、 森先生を代表者として「表面新物質相」重点領域が
+

重水素で、詳細な研究を行い、水素固体中の μ の

始まり、物性研の村田先生の「表面新物質相の創

描像を巧みに引き出した。現在、埼玉大教授の佐藤

製、表面低温相転移」研究班に、低温表面物性研究

さんが実験に参加、活躍してくださった。

をテーマに加えていただくことになった。物質表面
近傍は空間反転対称性が破れておりバルクと異なる

f 電子系

「新物質相」が現れるはず、その物性測定を行うこ

その後、原研の先端基礎研の髭本氏グループ、埼

とが目的である。表面状態の電気抵抗測定、磁化測

玉大の佐藤氏グループと協力して、UPt3 の極低温

定、比熱測定を行う計画で、新鮮であり、魅力を感

下の磁気秩序の有無を 20 mK の極低温までの μSR

じた。極低温条件は、超高真空条件であるが、超高

で探索、磁性は測定されなかった。現在先端基礎研

真空技術と極低温技術は異なる発想のもとにあり、

の伊藤氏が、東工大在学時、μSR 物性実験に大変

極低温実験用材料は、超高真空に適切でないものが

興味をもち、当時 PrPt5 が超伝導を示すとの報告（物

たくさんある。絶縁体材料は全く異なるし、温度計

性研、石本グループ）があったので、Pr を含んだ

は高温から極低温まで測定できるものは工夫がい

化合物の μSR 実験を行った。また、f 電子系の多重

る。極低温技術と超高真空技術を合わせる技術開発

極秩序を μSR で検出可能かと挑戦した。PrPb3 で、 をいろいろ行った。前述のアモルファス Nb 超薄膜
零磁場で整数倍の 5 つのミュオンスピン回転を発見

を、急冷蒸着法で作成 0.2 K まで「その場｣ 電気抵

し、その解析から、非磁性の基底状態を持つ、いく

抗測定ができるのは、その成果の一つである。また、

つかの Pr 化合物で観測されていたミュオンスピン

1984 年、物性研から東工大に移る直前、Stanford 大

緩和を、伊藤氏は、定量的に説明することに成功、 学 Geballe 教授を訪問した、そのとき、STM, AFM
さらに、+1 価の電荷の電子での遮蔽の様子、近傍
の f 電子波動関数への影響を定量的に引き出すこと
に成功した。
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面の境界効果、量子渦糸芯の準粒子状態を調べるこ

低温 STM ことを知った。STM/STS 測定の物理量は、 とにより、対称性を決定できることに気がついた。
結晶格子の周期性を持つ I-V 特性や局所微分電導度

この観点から、種々の STS 実験を行った。当時、

dI/dV(E, r) が測定されるが、解釈は簡単でなく、そ

高エネルギー重イオンがつくる柱状欠陥の周りに、

の意味は、実験結果から考察する必要がある。実験

d 波対称であれば、四葉クローバー状の ] 模様がで

法開発と物理の理解が渾然とした状況にあり、実験

きると提案し、
理研のリングサイクロトロンを用い、

を通じ新発見があると考えた。予算の関係で、東工

理研の神原氏の協力を得て、単結晶 Bi2Sr2CaCu2Ox

大で STM 研究はすぐ始められなかったが、東工大

に柱状欠陥を導入、その周辺の STS 実験を行った。

内の予算を得ることができ、極低温走査トンネル顕

理論は、東工大の斯波先生が、院生の松本氏（現、

微鏡法開発から始めることにした。一方、1989 年、 静岡大）と境界効果の理論を展開された。柱状欠陥
ベル研の Hess らが、極低温 STM で、第 2 種超伝

部分は絶縁体なので、STS 実験は当時大変困難であ

導体 2H-NbSe2 の量子渦糸芯の準粒子束縛を初めて

ったが、周りに 4 回対称の模様を観測できたと考え

観測した実験に大きな刺激を受けた。1991 年、自

ている。高温超伝導体単結晶 Bi2Sr2CaCu2Ox の STS

作の STM 作成、2H-NbSe2 の渦糸格子の観測に成功

測定により、1 粒子状態密度 N(E) の決定する中から、
2-3 nm の長さスケールで不均一に分布するエネル
ギーギャップの存在を発見した（Physica C 388-389
(2003) 281-282）。また、渦糸芯の状態は、d 波 -BCS
超伝導体が予言するものと異なることも観測でき
た。最近、0.05 nm 空間分解能で詳細な渦糸状態を
測定することに成功。渦糸芯内に、電子状態とホー
ル状態で反位相の１次元的な量子振動が測定され、
電子状態は、渦糸内部および周辺は、2 回対称を示
す１次元的なものであることを見つけた（J. Phys.
Soc. Jpn. 76 (2007)）。乱れとの関係が重要であろう
と考えられる。この結果は図に示す。
YNi2B2C
我々の開発した STS/STM で、CeRu2、YNi2B2C、

図 3：HT/LT−STM/STS (0.45K, 15T)

PrOs4Sb12 の渦糸格子の観測に成功。YNi2B2C では
渦糸芯に閉じ込められた準粒子束縛状態の観測に成

した。改良を重ね、現在は、磁場が 15 T のときは、 功（J. Phys. Soc. Jpn. 73 (2004) 3247-3250）、これは、
0.4 K、磁場 8 T のときは、0.18 K と、高磁場・極低 Hess らの 2H-NbSe2 の渦糸芯束縛状態観測以来 15
温下、50 pm 空間分解能で走査トンネル分光が行え

年ぶりのことであった。エネルギーギャップの大き

るようになっている。超伝導体の研究を主に、行っ

な異方性のため 4 回対称星型の渦糸芯が観測され、

ている。STM/STS 実験は、実験室で比較的簡単に

また、渦糸芯内部にエネルギーを増すと 4 つのピー

原子像を観測することができるので、魅力的で、多

クが観測されることを見つけた。また、渦糸芯には、

くの学生が実験に参加した。26 名が修士論文を完

束縛準粒子の量子振動がはじめて観測された。現実

成、5 名が STM/STS を実験手法として博士論文を

的なバンド計算によるフェルミ面から、渦糸芯束縛

書いている。次に、行った実験をいくつか紹介する。 状態を計算する試みがなされている。
超伝導体の量子渦糸の実空間・実時間測定

量子渦糸の動的挙動− STM による量子渦糸クリ−

高温超伝導体 Bi2Sr2CaCu2Ox

プの実空間・実時間測定

銅酸化物高温超伝導研究の初期、超伝導秩序変数
を決定することが重要課題であった。STS で、結晶
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量子渦の運動も測定できる。渦糸クリープに刃状転
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位が重要な役割を果たすことがはじめて実空間・実
時間測定で観測された。また、超伝導渦糸クリープ
において、量子バンドルとして、渦糸が運動するこ
とが初めて可視化された。渦糸ダイナミクスの理解
に新境地が拓けると期待している。図に、YNi2B2C
の渦糸格子の刃状転位を示す。また、Bi2Sr2CaCu2Ox
においては、乱れた渦糸ガラスが図のように測定さ
れており、ガラス溶融等についての実空間測定につ
いての研究ができると期待している。

4T, 0.45K で STM で測定された YNi2B2C の渦糸格子。
刃状転位が観測さされている。

0.3T, 0.45K において測定された YNi2B2C の渦糸芯準粒子束縛状態。
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測定に至るまで、幅広く行っています。他にも共同
研究で中性子実験，パルス強磁場下での磁気測定に

広島大学大学院

加え、つい最近の 2010 年より理研 RAL 支所での

先端物質科学研究科

μSR 実験がスタートしました。CeT2Al10 系の研究に
ついては後ほど改めてご紹介したいと思います。
一方、松村准教授は共鳴 X 線や中性子線などの
量子ビームを用いた物性研究をしておられます。
最近では、典型的な多極子秩序を示す物質である
CeB6 において、Ce の 4f 電子の持つ多極子自由度で

はじめに
広島大学というと、キャンパスは当然広島市内

ある磁気八極子モーメントの寄与の分離，観測に成

にあるのだろう、と思われる方が多いのではないか

功されています。また現在は共鳴 X 線散乱実験を「極

と思われますが、市内にあるのは基本的には医薬系

低温 + 磁場」という環境下で行う試みに取り組んで

で、大学本部を始めその他の学部学科は、すべて東

おられ、既に SPring-8 にて実験可能な環境を配備し、

広島市西条の東広島キャンパスにあります。東広島

測定を始められているようです。

キャンパスはとても広く、公式 HP によると約 250
2

さて、研究室の主力装置は常用最大磁場 15 T の

万 m （東京ドーム約 50 個分）もあるそうです。ま

超伝導マグネットで、その最大磁場の大きさもさる

た緑のとても豊かなところで、山城跡のある鏡山に

ことながら、磁場掃引速度がとても速い（15 T ま

隣接しています。

で約 25 分！）ことも魅力の 1 つです。最低温度は

さて、本稿執筆に当たり編集長より研究室の雰

1.4 K ですが、自作 3He プローブにより 0.35 K まで

囲気のわかるような内容を是非、とのご依頼を受け

測定できます。また、最大磁場は 5 T とやや低いの

ております。本稿では簡単な研究紹介の後で、その

ですが、クライオフリーの横磁場超伝導マグネット

ような内容を幾つか書いてみましたが、果たしてご

もあります。こちらは現在 NMR 専用ですが、角度

要望どおりとなっていますでしょうか。

変化の測定に絶大な威力を発揮しています。他にも
試料作りのためのアーク炉，電気炉に加え、簡単

研究室

な金工作を手軽にできる環境も整っています。共

研究室のスタッフは世良正文教授，松村武准教授

同利用装置も充実していて（XRD，ラウエ写真，

に筆者を加えた 3 名で構成されています。驚くべき

SQUID（5 T），PPMS（14 T, 3He option）
）、ここはま

ことに 3 名とも出身大学が同じで、更に所属してい

るで磁性研究の理想郷のような所と言っても過言で

た研究室までもが同じ（正確にはちょっと違います

はないと思われます。

が）という、珍しい構成です。普段、昼食を一緒に
とることが多いのですが、その際、物理の話は勿論
のこと、出身大学の話に花の咲くこともしばしばで
す。学生は年度により多少の増減はありますが、こ
こ数年は概ね博士後期 1 名，博士前期 5 名，学部生
3 名という構成です。
筆者は現在、近藤半導体 CeT2Al10 系（T=Fe, Ru,
Os）の奇妙な相転移に着目をして、世良教授とと
もに二人三脚で研究を進めています。世良教授は最
近まで希土類ヘキサボライドの多極子秩序の研究
を非常に精力的に行っておられましたが、今では
CeT2Al10 系の奇妙な物性にすっかり魅了されてしま
われたようです。研究は試料作製に始まり、磁化，
比熱，電気抵抗，熱電能，熱伝導，熱膨張などの巨
視的物性測定に加え、さらには NMR という微視的
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研究紹介：CeT2Al10 系（T=Fe, Ru, Os）

図 1 の 挿 図 は CeT2Al10 の 結 晶 構 造（ 斜 方 晶

CeT2Al10 系の低温の物性は、電気抵抗などの振

YbFe2Al10 型 [4,6]）です。一見複雑で特徴のないよ

舞から近藤半導体として分類されています [1-3]。 うに見えますが、Ru-Al からなるクラスタが b 方向
CeT2Al10 系が他の近藤半導体と一線を画す点は、T

に積層した 2 次元的構造と見ることができます。熱

= Ru, Os では T0~30 K で相転移を示すという点です

伝導，熱電能などの熱輸送特性や格子定数には、こ

[1,3]。近藤半導体での相転移の報告例はおそらくこ

れを反映した異方的振舞が観測されています [7]。

の両物質が初めてではないかと思われ、ここ 1~2
年余りの間に相転移の起源解明へ向けて非常に精力 【

相転移の起源は何か ?

】

最初の多結晶の報告では、帯磁率がカスプ様の

的な研究が行われています。

図 1 は CeT2Al10 系の帯磁率の温度依存性です [3]。 異常を示すことから AFM 秩序の可能性が提案され
一見してわかるように遷移金属元素の違いによって

ました [1]。しかし、高知大学の西岡らは AFM 秩

磁性が変化しています。T=Fe では絶対値も小さく

序とするには T0 が高すぎるのではないかと指摘し

遍歴的で、Ce の 4f 電子は価数揺動状態にあると考

[3]、「何か隠れた秩序が存在するのではないか」と

えられます。また最低温まで相転移がなく、所謂

して注目を集め始めました。西岡らは単結晶につき

近藤半導体的振舞です。一方 T = Ru, Os では、T0 =

物性測定を行い、電荷密度波形成の可能性を提案し

27, 29 K で相転移を示します。磁化率の振舞から、 ました [3]。また 27Al 核 NQR スペクトルの結果か
4f 電子は T = Ru ではほぼ局在的ですが、T = Os で

らは、T<T0 で 2 サイトに分裂するも内部磁場が無

は T = Ru の場合と比べると局在性は弱いと思われ

いとして構造転移の可能性が提案され [8]、CeT2Al10

ます。4f 電子の価数不安定性については、RT2Al10

系は一躍注目を集めるに至ります。

系（R= 希土類元素）における格子定数の R = Ce で

我々も相転移の起源を解明すべく、高知大学と

のランタノイド収縮からのズレからも示唆されま

の共同研究を始めました。我々は、T0 でのエント

す [4]。またこの系は圧力効果も大きく、T0 が高い

ロピーが ~0.7Rln2 と大きいこと [3]，T<T0 で磁化率

わりには僅か 2~3 GPa 程度の圧力により一次転移

が全ての軸方向で減少すること [3]，NQR により内

的に相転移が消失します [3,5]。それとほぼ同じ圧

部磁場が否定されていたこと [8]，などに着目をし

力領域で、電気抵抗の振舞は近藤半導体的振舞から

て、相転移の起源は spin-Peierls 転移様の Ce 対によ

Fermi 液体的な振舞へと変貌します。相転移のない

る非磁性一重項基底状態を持つ長距離秩序ではない

T = Fe も同様です [3]。

かと予想し、CeRu2Al10 への La 置換・磁場効果を調

このように CeT2Al10 系は、価数揺動，近藤半導体， べるほか [9]、異方的熱輸送特性 [7] や H*~4 T
（H//c）
相転移現象，圧力効果など、昨今の f 電子系におけ

でのメタ磁性的異常の存在などを明らかにしてきま

る topics が集約されており、4f 電子系の強相関効果

した [10]。
その後 CeRu2Al10 の非弾性中性子散乱実験により

を研究する格好の舞台と言えます。

低温で約 8 meV のスピンギャップが観測され [11]、

1.5

C (10-2emu/mol)

Ru

CeT2Al10
H // a

Os

1.0

相転移の起源は非磁性一重項モデルでよいかに思

Ce
Ru
Al 1
Al 2
Al 3
Al 4
Al 5

われましたが、その直後 μSR 実験により微小な内
場が確認され [12]、また中性子回折実験により反強
磁性モーメント mAF が c 軸（容易軸は a 軸，図 2 参
照）の AFM 秩序が確認されました [13,14]。結局こ

b

0.5

れが決め手となり、相転移の起源は AFM 秩序では

c

Fe

a

ないかと現在考えられています。後に我々も単結
27
晶 CeRu2Al10 の Al 核 NMR スペクトル測定により、

0.0
0
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200
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300
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図 1：CeT2Al10（T=Fe, Ru, Os）の a 軸方向の帯磁率の温度変化。
挿図は結晶構造。

30

内部磁場の存在を確認しました [15]。また NQR の
結果では内部磁場がないとされていましたが、その
後再解析され、NMR，中性子回折の結果と矛盾の
ないことが報告されました [16]。
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自作にこだわる

】

世良研究室では色々な物を自作する伝統があり、
実験室には様々なプローブが所狭しと並んでいま
3
す。現東大物性研助教の近藤氏は、在学中 He 電気

(1) T0 が異常に高いのは何故か

抵抗システムの立ち上げを行っていました。筆者も

(2) T0 の起源は通常の AF 交換相互作用か

着任以来、色々な工作をさせて頂きました。最近の

(3) mAF が c 軸を向くのは何故か

力作に NMR 用 2 軸試料回転治具がありますので、

(4) メタ磁性的異常の起源は何か

誠に僭越ながらご紹介をさせていただきたいと思い

(5) スピンギャップの起源は何か

ます。
作製の背景は、CeRu2Al10 の NQR，中性子回折実

T0 が反強磁性転移温度としては高すぎるとする

験の矛盾を解決すべく単結晶の NMR スペクトル測

と、その起源が通常の反強磁性相関でよいかどう

定を行おう、というものです。治具無しでも勿論測

か、疑問の生じる所です。また (3)~(5) は、どれも

定できますが、僅かな角度のズレにより無用の分裂

通常の反強磁性体の立場では理解し難い振舞です。 が生じてしまい、詳細な解析に耐えるデータを取る
特に (4) については、その起源が mAF//c から mAF//b

ことが困難でした。当時、業者へ発注するような悠

への磁気構造変化であることを強く示唆する結果が

長な時間は無く、またお金も当然無い、ということ

NMR により得られています。b 軸方向は磁化困難

で自作の道を選ぶことになりました。幸い、お手本

軸であり、磁化の絶対値もかなり小さいことから、 となるような素晴らしい治具の写真が国内の NMR
系研究室の HP にありましたので、完成図をイメー

これは極めて異常な振舞であると思われます。

上記以外にも問題点は幾つか存在することから、 ジすることは容易でした。ただ、それを実現するた
CeT2Al10 の AFM 秩序は所謂 AFM 秩序ではなく、
「相

めの歯車の吟味には時間を要しました。

当変わった AFM 秩序」であると我々は考えていま
す。ごく最近の論文では、AFM 秩序と近藤一重項
状態が共存しているのではないかとの指摘もありま
す [20]。今後、この「相当変わった AFM 秩序」の
発現機構を明らかにすべく、上記の問題を解決しな
がら研究を進めていくものと思われます。
我々の RAL 支所での μSR 実験はまだ始まったば
自作した 2 軸試料回転治具図

かりであり、ここでは多くをご紹介できませんが、
今後も CeT2Al10 系の秩序状態を明らかにすべく、
置換系などの系統的研究を進める計画です。
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図 2：CeRu2Al10 の a, b, c 方向の帯磁率の温度変化。挿図は
H//c での磁化過程。

図 3：単結晶 CeRu2Al10 の常磁性相（T=30 K）の ac 面での
27
Al 核 NMR スペクトルの角度変化。
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結果、最適な歯車が大学近くの模型屋で見つか

また我々の研究室では、共同研究をしている高

ったのが幸運でした。総製作期間は構想開始から約

知大学へ、観光を兼ねた研究室旅行に行っています。

2 カ月，製作費も治具本体は数千円程度と安く済ま

四国への道は瀬戸大橋を通るルートと、尾道―今治

すことができました。図 3 は治具を用いて測定した

間を結ぶ「しまなみ海道」の愛称で知られる、瀬戸

27

30 K での単結晶 CeRu2Al10 の Al 核（I= 5/2）NMR

内の小さな島々を繋ぐルートの 2 つがあります。往

スペクトルの角度変化です。Al が結晶学的に非等

きは後者で帰りは前者というのが定番です。太平洋

価な 5 つのサイトを占めることから、計 25 本のピ

側へは険しい山道を越えねばなりませんが、お勧め

ークが観測されます。常磁性相でも十分複雑なスペ

は四国山地をほぼ垂直に横切る国道 194 号です。迫

クトルですが、秩序相では各ピークが 2 本に分裂す

りくる山の険しさと川の水の綺麗なことにとても驚

るため複雑さを極めます。しかし、治具を用いたお

かされます。道中のルート選択は世良教授のご趣味

かけで磁場方向に対する結晶軸のズレを極めて小さ

で決まることが主ですが、そのおかげで色々な観光

く抑えることができ、詳細な解析を行うに耐えうる

スポットを巡ることができました。中でも印象的だ

スペクトルを得ることができました。

ったのが「断崖絶壁を臨む小便小僧」で、もちろん
これも世良教授のご提案です。写真ではその迫力を

研究室の雰囲気紹介 II 【イベント・旅行】
お花見やスポーツ大会，忘年会などの月並みな
イベントの他に、世良研究室では独自イベントが幾

十分にお伝えできないのが大変残念ですが、我もと
思わん方は是非一度足を運んでみてはいかがでしょ
うか。

つかあります。その 1 つが世良教授のご自宅で行
われるバーベキュー大会で、毎年ゴールデンウィー
ク直前に行われます。溢れんばかりの肉と酒に加
え、奥様手作りの大変美味しいお料理を頂けるとあ
って、とても嬉しいイベントです。
秋に行われる「酒祭り」は、我々の研究室も毎年
参加する恒例の行事です。東広島キャンパスのある
西条は日本酒の町として古くから知られており、駅
前の脇道を行くと今でも老舗の酒蔵が軒を連ねるな
ど、酒造りの町としての趣を残しています。酒祭り
では酒蔵が一般に公開され、また地元の銘柄だけで
なく各地の日本酒が飲めるとあって、大変な賑わい
を見せています。研究室の参加者は現役生だけでな
く、ときには卒業生も参加して、さながら同窓会の

高知大学で開催された研究会後のひとこま。

ような雰囲気です。写真は市役所前でのひとこまで、
これから酒蔵巡りへ向かうところです。

酒祭り会場でのひとこま。
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2010 年より共同研究で RIKEN の RAL 支所での
μSR 実験を行うことになり、その縁あって編集長
の渡邊様より今回の執筆依頼を受けました。このよ
うな機会を頂けることは大変光栄なことで、大変感
謝をしております。
CeT2Al10 系の研究は高知大学の西岡孝教授，松
村政博教授との共同研究です。両先生には多くのこ
とを議論して頂きました。LLB の J.M. Mignot 博士
には中性子実験全般をして頂きました。東大物性研
の近藤助教には、パルス強磁場下での物性測定をし
て頂きました。ここに感謝いたします。

参考文献
[1] A. M. Strydom, Physica B 404 (2009) 2981.
[2] Y. Muro et al., J. Phys. Soc. Jpn. 78 (2009) 083707.
[3] T. Nishioka et al., J. Phys. Soc. Jpn. 78 (2009) 123705.
[4] V. M. T. Thiede et al., J. Mater. Chem. 8 (1998) 125.
[4] K. Umeo et al., J. Phys. Soc. Jpn. 80 (2011) 064709.
[6] A. I. Tursina et al., Acta Crystallogr., Sect. E 61
(2005) i12.
[7] H. Tanida et al., J. Phys. Soc. Jpn. 79, (2010) 063709.
[8] M. Matsumura et al., J. Phys. Soc. Jpn. 78 (2009)
123713.
[9] H. Tanida et al., J. Phys. Soc. Jpn. 79, (2010) 043708.
[10] H. Tanida et al., J. Phys. Soc. Jpn. 79, (2010) 083701.
[11] J. Robert et al., Phys. Rev. B 82 (2010) 100404.
[12] S. Kambe et al., J. Phys. Soc. Jpn. 79 (2010) 053708.
[13] D. D. Khalyavin et al., Phys. Rev. B 82 (2010) 100405.
[14] H. Kato et al., J. Phys. Soc. Jpn. 80 (2011) 073701.
[15] H. Tanida et al., in preparation.
[16] M. Matsumura et al., J. Phys. Soc. Jpn. 80 (2011)
085001.

「めそん」No.34, 2011 年

秋

33

特集

我らが研究室へようこそ（世界編その 2）

Roland Kawakami
University of California

2. Research
2.1 Muon-based detection of spin polarization in
semiconductors

Riverside, CA USA

At RIKEN-RAL, I have been working with Prof.

Department of Physics and

Nagamine, Prof. Harry Tom, Prof. Eiko Torikai, Koji

Astronomy

Yokoyama, Pavel Bakule, Francis Pratt, and several
other collaborators on the muon-based detection of

1. Introduction

conduction electron spin polarization in semiconductors.

Muon spectroscopy is a very new field for me. I was

The experiment was described in detail in the previous

introduced to this branch of physics by Prof. Kanetada

year’s “welcome to my lab” article by Koji Yokoyama

Nagamine, who joined the faculty of the University of

[1], so I will only describe the main idea. Figure 2 shows

California, Riverside several years ago. Since then, I have

the experimental geometry, where a pulsed muon beam

participated in pulsed muon spectroscopy experiments at

implants polarized muons throughout a lightly n-type

RIKEN-RAL and have explored the glorious bike paths of

GaAs wafer. Subsequently, a circularly polarized laser

Oxfordshire and the very spicy Indian curry in Abingdon.

injects spin polarized electrons into the conduction band

By training, I am a materials physicist with a focus

of GaAs. It is found that the muon spin polarization

on spintronics and nanoscale magnetism. I specialize in

relaxes much faster in the presence of antiparallel

material synthesis by molecular beam epitaxy (MBE),

electron spin polarization as compared to parallel

a very precise method for the atom-by-atom deposition

electron spin polarization. Thus, the muon spin relaxation

of ultrathin films and multilayers. Figure 1 shows a

rate can be used as a probe of the conduction electron

picture of my MBE lab. Developing novel materials

spin polarization in the semiconductor. The underlying

and heterostructures is the most important aspect of

mechanism is a spin-dependent exchange scattering

my research, but exploring the fascinating physics

between the conduction electrons and the electron(s)

in these systems requires a host of complementary

bound to the muon. The mechanism appears to be general

techniques. Therefore, my group has developed expertise

enough to be applied to a wide range of materials such as

in a variety of advanced techniques such as nanoscale

Si, Ge, and graphene, as well as electrical spin injection

device fabrication, low temperature magneto-transport

from ferromagnetic electrodes. The time-resolved nature

measurements, ultrafast optical spectroscopy, and

of the pulsed muon spectroscopy provides a possibility

scanning magneto-optical microscopy. Currently, I am

to investigate electron spin dynamics, and the advent

learning scanning tunneling microscopy (STM) and

of ultra-slow muon sources such as that envisioned at

spectroscopy with the hope of developing spin-polarized

J-PARC will allow the investigation of ultrathin films.

STM to explore atomic-scale magnetism in the novel

Such advances will provide a powerful tool to explore

materials that we are synthesizing. The muon spectroscopy

spin-dependent physics in nanostructures.

provides a unique method for probing these systems.

Figure 2: Experimental geometry for the muon-based detection of
Figure 1: Picture of MBE lab.
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graphene which led to the first demonstration of tunneling

Graphene is an interesting material for spintronics

spin injection into graphene [3]. The significance of this

because its low intrinsic spin-orbit and hyperfine

work is that the spin injection efficiency was greatly

couplings should produce long spin lifetimes.

improved, and it was unexpectedly discovered that the

Experimentally, it has emerged as one of the most

ferromagnetic electrodes themselves were providing a

promising materials for spin transport electronics due

substantial source of spin relaxation. This immediately

to room temperature spin diffusion lengths of several

led to the longest spin lifetimes measured so far (~6 ns),

microns, greatly exceeding the values for metals and

which was observed in bilayer graphene [4]. Recently,

semiconductors. In addition, improvements to the

we summarized our work in a review article [5].

material quality could further improve the spin lifetime

An exciting prospect for the muon-based

(which is still far below the theoretical limit) and enhance

experiment is to determine the spin lifetime directly in

the spin diffusion length. Another feature of graphene

graphene through a time-resolved measurement. The

is that electron transport can be tuned by electrostatic

spin precession method is indirect and somewhat model

gates and is very surface sensitive, which open up many

dependent, so a direct measurement is highly desirable.

possibilities for spin manipulation.
Our experiments are all performed on nanoscale

2.3 Spins in semiconductors

devices known as lateral spin valves and the spin-

We are also heavily involved in exploring spin-

dependent properties are determined by magnetotransport

dependent physics in semiconductors. Our efforts include

measurements. As shown in Figure 3, spin polarized

collaborations with UCSB for GaAs (Prof. Awschalom),

electrons are injected into graphene from a ferromagnetic

UCLA for Ge (Prof. Wang), and Ohio State for Si (Prof.

electrode, transported across the graphene, and detected

Johnston-Halperin, Prof. Pelz). Figure 4 shows a cross-

by a second ferromagnetic electrode. Spin lifetimes are

sectional transmission electron microscopy (TEM) image

determined by spin precession experiments in which a

of a metal/insulator/semiconductor structure. Here,

magnetic field is applied transverse to the axis of spin

we have grown single-crystalline MgO on top of Ge,

polarization. By fitting the spin detector signal as a function

followed by a layer of Fe. The Fe/MgO structure is useful

a transverse field, the spin lifetime can be extracted.

as a high-efficiency spin injector into semiconductors [6].

Figure 3: Injection, transport, and detection of spins in graphene.

The field of graphene spintronics is only a few years
old, with the clear demonstration of spin transport in
2007 [2]. Our most important contribution to this field

Figure 4: Cross-sectional TEM image of Fe/MgO/Ge(001)
heterostructure.

so far is based on a materials advance. We developed
a method for producing smooth insulating films on
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For direct gap semiconductors like GaAs, we have

3. UC Riverside

set up a Ti:sapphire pulsed laser to investigate the spin

UC Riverside is a nice place to do research. We

dynamics at ferromagnet-GaAs interfaces using the

have a strong group of faculty in nanoscale physics

technique of time-resolved Faraday rotation [7]. For

research and a new program in materials science and

indirect gap semiconductors, these optical techniques are

engineering. We soon will be moving our labs to a

not effective, so the primary method for investigating

new building dedicated to interdisciplinary research in

the spin-dependent physics is through spin transport

materials science and related topics.

measurements, similar to what we have done in graphene.

Figure 5 shows most of my current group members,

Recently, we have made advances in the MBE

which includes nine graduate students, four undergraduate

growth of magnetic oxides and their integration with

students, and one visiting student. They are the ones who

semiconductors [8, 9]. This is a new direction for us,

do the real work and make the lab successful.

which is becoming very exciting. Magnetic oxide systems
are particularly fascinating due to the coupling of many
of its properties including electronic, magnetic, optical,
and lattice (mechanical). This creates many possibilities
such as the electrical control of magnetism [10, 11],
optical control of magnetism [12], magnetic control of
electrical polarization, etc. Furthermore, integration of
magnetic oxides with semiconductors, such as Fe3O4/
GaAs [8] and EuO/GaAs [9], provides opportunities for
the manipulation of spins in the semiconductor.
Muon-based approaches to detect electron spin
polarization in semiconductors could be useful for two
reasons. First, for indirect gap semiconductors where
magneto-optic methods are not effective, it could provide
a method for direct detection of spin polarization.
Second, with ultra-slow muon sources, it could provide

Figure 6: Riding bicycle up to Glacier Point in Yosemite National
Park.

depth profiling of the spin polarization, which could be
useful for characterizing ferromagnet-semiconductor
hybrid structures and spin-Hall effect in semiconductors.

Figure 5: Kawakami group. Front row: Jared Wong, Kathleen
McCreary, Wei Han, Adrian Swartz. Back row: George

Figure 7: A view of Half Dome from Glacier Point with kids, Allan
Seiji Kawakami and Mollie Emiko Kawakami.

Christensen*, Igor Pinchuk*, Pat Odenthal, Clement Wong,
Walid Amamou**, Renjing Zheng, Jen-Ru Chen, Steven
Tjung*, Hua Wen. *=undergraduate, **=visiting student.
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Something else nice are the mountains in California.
My students like to go skiing in the nearby San
Bernardino and San Gabriel mountain ranges. I prefer
riding a bicycle up Mount Baldy, Mount Palomar, and
other long climbs. A little further north is Yosemite
National Park, which is a very beautiful place. I once
rode my bicycle from the valley floor to Glacier Point
(Figure 6). At the top, I met with my family and we had a
good view of Half Dome (Figure 7). I like riding bicycles
at conferences, so if there is a good ride, I will be there.
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Philip King

The ISIS Muon Facility
The ISIS Pulsed Muon Facility is located on the

An Introduction to the

ISIS first target station. Constructed in the mid-1980s

Muon Group at ISIS

through funding from several European countries as well

Muon Group

as the European Union, it consists of a primary muon
beam-line which transports muons to three spectrometers.
Muons are produced by the passage of the ISIS 800MeV,
200μA proton beam through a 10cm thick carbon target.

www.isis.stfc.ac.uk/groups/muons

This target sits in the main proton beam, and takes a
few percent of the protons – the rest of the proton beam

The ISIS Pulsed Neutron and Muon Source
The ISIS Pulsed Neutron and Muon Source is

travels on to the neutron production target. So the muon
target operates simultaneously to the neutron target.

located at the Rutherford Appleton Laboratory (RAL) in
the UK. RAL hosts large experimental facilities for the

The aim of the facility is to provide the muon

research community, including the UK’s synchrotron

technique for use by the research community. The

x-ray source and high power lasers. ISIS is a pioneer

facility has users from the UK, from Europe and from

example of an accelerator-based neutron and muon

other countries around the world. It runs about 100

source. It produced first neutrons in 1984, first muons

separate muon experiments per year. The subjects

in 1987, and since then has generated around 10,000

covered include magnetism and superconductivity in

publications using neutron and muon science. ISIS is

both organic and inorganic materials; investigations of

staffed by 350 scientists, engineers, technicians and

hydrogen behaviour in, for example, semiconductors,

business people, around 70 of whom are PhD-level

hydrogen storage materials and proton conductors;

scientists who support the neutron and muon user

studies of molecular materials ranging from molecular

programme. There are around 30 neutron and muon

d y n a m i c s t o c h a rg e t r a n s p o r t ; a n d c h e m i s t r y

spectrometers and diffractometers, with seven of the

investigations into free radical activity and reactions. On

newest neutron instruments located on the ISIS Second

average, 50 papers are produced every year from work

Target Station, TS-2. TS-2 was completed around 3

performed at the facility.

years ago, and hosts instruments particularly designed
for current science problems in the areas of advanced
materials, soft matter and bioscience.

The inside of the ISIS first target station experimental hall.
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The ISIS muon beam-lines.
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Iain McKenzie (ISIS) with the new HiFi high-field muon
spectrometer.

View above the ISIS Muon Facility. The EMU

providing high data rates, and can provides fields up to

muon spectrometer can be seen in the lower right. Above

0.5T. The MuSR spectrometer was refurbished around 3

the instruments, the platforms are used for storing and

years ago, and can provide transverse fields up to around

preparing sample environment equipment: cryostats

600G as well as longitudinal fields up to 2500G.

for cooling samples (with a temperature range from
30mK), racks of electronics for radio-frequency muon

All the instruments have a wide variety of sample

experiments, and a gas-handling rig which is being used

environment equipment. Temperatures from 30mk to

(top right of the picture).

1500K are available, depending on the instrument, in
a variety of dilution fridges, 3He, 4He and cold finger

There are three muon spectrometers available

cryostats, and furnaces. Magnetic fields up to 5T can be

for use which are each optimised in slightly different

applied, and active zero-field compensation is available

ways. HiFi is the newest – a unique spectrometer

to provide good a zero-field for sensitive measurements.

able to provide high applied longitudinal magnetic

Solid, powder, liquid and gas samples can be used, and there

fields (fields parallel to the initial muon polarisation

are facilities for degassing liquid samples to remove oxygen.

direction) to the sample under study. Its construction was
finished in 2009 following a 4 year design and building
project. The instrument is built around a state-of-the-art
superconducting split-pair magnet which has very low
stray field (so as not to affect the other muon instruments)
and very high field homogeneity and stability. The
instrument detector array is located within the bore of the
magnet. The detectors were designed followed intensive
simulations of the effects of the field on the incoming
muons and the outgoing positrons. The result is an
instrument that is optimised for providing high applied
fields at a pulsed muon source.
The EMU spectrometer (so-called because it
was built with funds from the European Union) was
constructed in the early 1990’s but has recently been
completely refurbished. It has a new detector array,
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The facility has all the benefits of a pulsed muon
source: very high time-differential data rates, low
background allowing weak signals to be seen, and the
ability to apply pulsed stimuli to samples synchronously
with muon arrival. ISIS is therefore complementary to
the other European muon facility at PSI in Switzerland,
which is continuous muon source.
The ISIS muon facility is also complementary
to the RIKEN-RAL muon facility, which is located at
ISIS on the other side of the ISIS first target station

Sue Kilcoyne (University of Salford, UK) was chair of the Muon

hall. The RIKEN-RAL facility is able to provide higher

Facility Access panel and one of the ISIS muon user representatives.

momentum muons through its pion decay channel, and
this means that pressure experiments become possible.

She is seen here preparing a flow cryostat for muon studies of spin
fluctuations in Au4V.

The RIKEN-RAL facility also has a dedicated laser for
doing experiments requiring laser stimulation.
The pulsed stimuli techniques have been particularly

Muon users at ISIS come from the UK (around

developed at ISIS over recent years. For example,

60%), from Europe and from elsewhere in the world. We

radio-frequency (RF) MuSR is routinely used on all

are always ready to welcome new users. ISIS prides itself

instruments. This involves applying an RF pulse to the

on providing excellent support for visiting researchers,

muons in the sample after implantation. This technique

particularly researchers who are new to a technique.

can provide extra information on, for example, delayed

Advice on preparing experiment proposals is available

muon states or dynamics. In some special cases, more

from the 8 muon group scientists, and each experiment is

advanced RF techniques are used which might stimulate

assigned one of these group members as a ‘local contact’.

the sample nuclei as well as the implanted muons, or

The job of the local contact is to be the local expert

which might consist of more than one RF pulse. A

on the muon technique and muon instruments, to help

variety of other stimuli can also be applied to samples

visiting teams get the best from their time at the facility.

at the same time as muon implantation – for example,

The local contact is available before an experiment to

pulsed E-fields or pulsed light.

give advice on sample preparation and mounting, during
an experiment to help set up and run the experiment, and

ISIS: A user facility

after the experiment to help with data analysis.

ISIS as a whole has over 2000 visits per year from
researchers to run experiments on the neutron and muon

We try to help younger researchers use the muon

instruments. To apply for time on one of the instruments,

technique by running a training course every two years

proposals can be submitted twice per year (the deadlines

for post-graduate and post-doctoral scientists. The

are 16 April and 16 October). Proposals are reviewed by

course lasts for one week, and consists of lectures in the

Facility Access Panels, which consist of expert researchers

principles and applications of the muon technique, plus

from the international science community. The Muon

time running experiments on the ISIS muon instruments.

Facility Access panel is made up of experts in the muon

The experimental time is particularly important, as it

technique and in the subject areas that muons are applied

helps new researchers to be able to get the best from

to. Experiments that are successful in the panel are then

future muon experiments that they will run.

scheduled by one of the muon instrument scientists.
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Muons and neutrons together
There are a number of advantages to the ISIS muon
source being located alongside a neutron source. For
example, the muon instruments are able to benefit from
all of the support and infrastructure that the neutron
instruments use. This includes technical matters – the
ISIS muon instruments use the same data acquisition
hardware and software as the neutron instruments,
and so benefit from the support given by the ISIS
Students at the ISIS muon training course in 2010, together with
members of the ISIS muon group.

data acquisition and computing groups. The same is
true of support from the ISIS detector group, who are
heavily involved in producing detectors for the muon

Between them, the ISIS muon scientists have over

instruments.

100 years of muon experience! They are a very good
resource for questions on the muon technique and on

In addition to technical support, the wider

how to apply it. For example, Steve Cottrell has worked

infrastructure of the large neutron facility is also

at ISIS for many years. He has a particular interest in

available to the muon instruments and their users.

development of pulsed techniques such as RF MuSR

This includes all of the processes for handling visiting

and NMR methods, and applying these to real science

users, such as proposal mechanisms, the user office,

problems. Adrian Hillier is responsible for the MuSR

accommodation, etc, as well as site facilities such as the

spectrometer, and has a particular interest in inorganic

restaurant and library. In addition, at any time whilst

superconductivity and magnetism. James Lord is

ISIS is running, there are many scientists on site using

adept at modelling muon experiments, and has interests

the neutron instruments. This can lead to an exchange

in ionic conduction and magnetism. Francis Pratt

of ideas between neutron and muon scientists, and to

works primarily on organic and molecular magnetism,

neutron scientists coming to use muon instruments (and

superconductivity and charge transport. Peter Baker is

vice versa). The ISIS muon instruments regularly have

has interests in organic and inorganic magnetism and

new users, and most of these come from scientists who

superconductivity. Sean Giblin has varied interests in

have traditionally used neutrons.

magnetism and spintronics using a variety of techniques.
And Philip King primarily uses muons for studies of
hydrogen states in semiconductors.

Summary
The ISIS muon facility provides muon spectrometers
for many hundreds of researchers to use in studies of
magnetic, semiconducting, superconducting, molecular
and chemical systems. It consists of three muon
spectrometers, the newest of which, HiFi, is unique in the
world in being optimised for high-field studies, up to 5T,
at a pulsed muon source. Together, the instruments run
roughly 100 experiments per year, and publications from
these experiments appear in Physical Review Letters,
Nature, Science and elsewhere.

Members of the ISIS muon group cutting a cake to celebrate 20
years of muons at ISIS in 2007. From left to right: Adrian Hilier,
Philip King, Francis Pratt, Steve Cox, James Lord.
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for researchers to come and use muons to study their
samples – by providing support and advice, and by trying
to make ours systems and instruments user-friendly. We
welcome new users, and ISIS muon group members, who
have a huge amount of experience in the principles and
applications of the muon method, are always available to
discuss new ideas for muon measurements.

(by Philip King, ISIS)
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differential μSR.
ALC, which is also using “surface”-muons, exploits
the ALC technique and is mainly used by chemistry
users.
GPD is located on a beamline where pions decay
in flight and can therefore use muons with much higher
energies. GPD is heavily used to perform research under
very high-pressures (up to 2.5 GPa).

A bit of history

The world-wide unique Low Energy Muons

Under its present form, the Laboratory for Muon-

instrument (LEM) is equipped with a cryogenic

Spin Spectroscopy (LMU) at the Paul Scherrer Institute

moderator to decrease the energy of the standard “surface”

came to life in 1998 following the merging between the

muons down to a mean energy of 15 eV. Subsequently

bulk-μSR facility group and the low-energy muon group.

the muon energy can be tuned between 0 eV and 30 keV.

Actually, the seed of a real μSR Facility was already

These muons can then be implanted at very small and

laid in 1989 with the formation of a very small group led

controllable depths below the surface of a sample

by Dr. D. Herlach. The creation of this Facility group

(between a fraction of a nanometer and a few hundred

was the consequence of active lobbying performed by

nanometers). Hence, by using this instrument all the

some “power users” active at PSI during the 80’s as,

advantages of μSR can be applied to thin samples and

for example, Dr. A. Schenck. At that time, the main

multilayered structures, near surfaces and as a function

task of the Facility group was to take care of few

of implantation depth on a nanometer scale.

μSR instruments basically inherited from different

Another important progress of the μSR technique

existing research groups. Operation began in 1991

performed at PSI (and which is presently being adapted

after completion of the extensive accelerator and target

at TRIUMF) is the development of a fast-switching

upgrades designed to increase the proton-beam intensity

electrostatic deflector, able to extract single muons from

up to 2 mA.

a continuous beam upon request from a spectrometer

With time passing, different instrument were

(“MORE – Muons On REquest”). Routinely available

developed to obtain a complete suite of state-of-the-

between the GPS and LTF instruments, this provides

art instruments. Among the bulk μSR instruments, one

a unique increase of the measurable relaxation times

can mention the development of the GPS and DOLLY

to milliseconds at the full time resolution (about 1

instruments, as well as the complete refurbishment of the

nanosecond) of our spectrometers.

GPD instrument.
With the merging with the low-energy muon

…for researchers from all over the world

group, PSI was able to offer not only standard “surface”

More than 200 research proposals of groups from

and high-energy muons, but also a world-wide unique

PSI, Swiss universities and from abroad are usually active

instrument delivering very slow muons (down to the

per year. This number is steadily increasing since few

keV energy) to study surface related phenomena.

years, representing a raise of more than 60% compare to
the year 2007. The μSR community uses roughly 2/3 of

A full suite of μSR instruments…

the total beam time allocated to approved experiments

Presently, the Laboratory for Muon-Spin Spectroscopy

at the PSI cyclotron beam lines, which corresponds to

at the Paul Scherrer Institute operates 6 instruments open

more than 700 experimental days. In 2010, about 400

to internal and external researchers from Switzerland and

visits of scientists from different countries where related

abroad.

to the μSR experiments. Among them, one observes an

GPS, DOLLY and LTF are instruments located on

increasing number of Japanese scientists coming, for

“surface”-muons beams (4.1 MeV) dedicated to time-

example, from RIKEN, KEK, JAEA, NIMS, Toyota
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Research Center, etc… The overall number of Japanese

careful measurements of the magnetic order parameter

scientists involved at the μSR Facility at PSI represents

[3]. Again this is the most cited paper published in 2008

about 11% of the total scientists and corresponds to the

with PSI authors (among about 900 papers). A lot of

largest non-European community.

energy is also devoted in developing high-pressure cells
suitable for measurements with high-energy muons.
The route is to develop two-wall pressure cells based on
different materials (as CuBe, MP35N, or “Russian Alloy”
– actually produced in Japan…). To date the highest limit
is about 2.5 GPa. The availability of such pressures has
allowed one to study, for example, the evolution of the
interplay between magnetism and superconductivity in
“11” iron-based systems [4,5].
The bulk μSR group also collaborates very
closely with the sample preparation group of the LDM
Laboratory at PSI. This collaboration recently reached
important milestones with the discovery of a new highTc iron-based superconductor (CsFe2Se 2) [6] and the

Figure 1: Some of the lab members during our traditional Christmas
party organized in one of our laboratory room.

discovery that the superconducting state of this material
coexists with a very high-temperature magnetic state [7].
Recent research highlights of LEM are studies of

Strong scientific output

dimensionality effects on magnetism and superconductivity

Every year between 70 and 100 scientific papers

in strongly correlated electron systems [8,9] in nm thin

based on μSR experiments performed at PSI are published

superlattices. In high-Tc materials the direct measurement

in a large variety of journals. With the surge of the

of the London penetration depth in untwinned YBCO

“bibliometry” criteria concerning funding, many users

crystals [10] and the detection of enhanced proximity

are now specifically targeting so-called “high-impact”

effects in LSCO heterostructures [11] demonstrate the

journals (i.e. with an impact factor as Physical Review

strength of LE-μSR in characterizing superconductors

Letters or above). The share of the articles published in

without the knowledge of the functional form of the

such journals rose to about 20% of the total of the μSR

magnetic field penetrating into the thin film samples

papers. Such a large number points to the general high-

below Tc, and in detecting of coexistence and interaction

quality of the μSR-based papers.

of magnetism and superconductivity in nm thin

Concerning bulk μSR studies, a large share of

heterostructures and wires [12].

the internal and external research is dedicated to the

One focus of current research is the investigation of

investigation of the interplay between magnetism and

spintronics materials by the demonstration of intrinsic,

unconventional supercon duc tivity. Recently many

spatially homogeneous ferromagnetism in the dilute

proposals were focusing of the newly discovered

magnetic semiconductor Ga(Mn)As [13], and the local

iron-based systems. μSR has been very responsive in

and depth dependent detection of polarized spin injection

exploring the peculiar phase diagram of the so-called

in organic semiconductors [14,15].

“1111” systems [1,2]. Note that the paper by H. Luetkens
et al. on LaO1-xFxFeAs [1] obtained the The Top Paper of

Short- and middle-term projects

the Year Award for 2009 of the International Society for

The present main project of the Laboratory is

μSR Spectroscopy. Note that this paper is the most cited

the construction of a new High-Field μSR instrument

paper published in 2009 with PSI authors (among about

capable of reaching 9.5 Tesla. It will be permanently

800 papers). Another important contribution was the very

installed at the end of this year in the piE3 area which
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will be extensively modified to accommodate the new
instrument and the necessary beamline elements. The
main components of the modified beamline will be a pair
of 45-degrees spin-rotator which have been designed

T = 305 K

and built at PSI and are presently being commissioned.
The use of this instrument in the transverse-field
configuration requires the capability to measure with an

M+

overall time-resolution better than 140 picoseconds. This
limit would represent a reduction of 50% of the apparent
signal amplitude (asymmetry) with increasing the
signal frequency to about 1.3 GHz. To reach this goal,

150 mm

an extensive and time-consuming R&D activity was
performed in the lab culminating with the development
of “Avalanche Photo-Diodes”-based (APD) muon and

magnet
center

positron detectors capable to be operated in high-field

Figure 2: Last prototype of the entire detector setup fort he neew

and having an overall time-resolution better than 80

High-Field Instrument. The actual detector part is the upper
one in black.

picoseconds [16], i.e. a value much better than the limit
set at the start of the project.

Figure 2 shows the last

prototype of the detectors which has been tested directly
in the 9.5 Tesla magnet this spring. According to the
best schedule, the High-Field instrument will be open to
“expert users operation” in 2012.
Note that a spin-off of the detectors research for the
High-Field project has been the development of (APD)
detectors for the other μSR instruments. Presently the
ALC and LEM instrument are also equipped with these
detectors and there are projects to apply this technology
on all the remaining instruments.
To enhance the capabilities of the LEM instrument, a

Figure 3: Tests with the detector prototype inserted in the actual
magnet.

spin-rotator is being built. It will be installed during
the next beam shutdown (end of the year 2011). Its

packing=1

development has necessitated many simulations making

35

use of the user-friendly package developed by K. Sedlak

30

Another goal which will keep some of the members
of the lab busy for some time will be the next μSR
conference (μSR’14). The International Society of
μSR Spectroscopy (ISMS) has decided that the next

Fourier Amplitude

and based on the GEANT4 CERN package.

25
20
15
10

conference will take place in Switzerland (Grindelwald)

5

and that it will be primarily organized by PSI (Chairman

0
0

E. Morenzoni)
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Figure 4: FFT of measurements performed on silver during the last
tests of the High-Field Instrument.
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For more information, please consult our homepage:
http://1mu.web.psi.ch
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magnetization up to ~60 Tesla (e.g. in the nearby high
magnetic field laboratory in Rossendorf) and in cooperation

Department of Physics

with partners electron spin resonance at high frequencies

Technische Universität

(up to THz) and in magnetic fields up to 35 Tesla.

Dresden, Germany

The magnetic resonance and nuclear probe
spectroscopy group at the physics department of the
Technische Universität Dresden (TU Dresden) has been
established in 2007. Fundamental and applied solid states
physics plays a major role in the research of the physics
department, about half of the 19 research groups work in
this field. Moreover, Dresden – by the way, a gorgeous
city with 500000 inhabitants at the river Elbe in the
east part of Germany -- is well known in the correlated

Figure 1: Graduate students Katharina Weber and Marco Günther

electron physics community. This is due to the fact that,

performing NMR experiments using a 750 MHz Apollo

in addition to the university, four independent research

spectrometer and a 15 Tesla magnet. We are setting up a 15

institutes (two Max-Planck-Institutes for Chemical

Tesla dilution fridge for NMR down to 50 mK.

Physics of Solids and for Complex Systems, the LeibnizInstitute for Solid State and Materials Research Dresden

The local probe techniques deliver complementary

(IFW Dresden) and the Helmholtz Zentrum Dresden-

information to thermodynamics and transport but also

Rossendorf) located near the TU Dresden campus are

to microscopic methods like magnetic neutron or X-ray

working in this field.

scattering. They are in particular useful in systems with
intrinsic inhomogeneities and in nanostructured hybride

Our research interests are focused on condensed
matter systems with strong electronic correlations. It

systems. Let me mention a few of our research activities
in more detail.

turns out that this focus is not very sharp since it includes
really a wide range of different substances: molecules

Superconductivity and magnetism in complex

with transition or rare earth metal complexes, one-

metals

dimensional electronic systems in carbon nanotubes,

This research has been boosted very much by

quantum spin chain or spin ladder systems, cuprate and

the discovery of superconductivity up to 56 K in iron

pnictide high-T C superconductors and heavy fermion

pnictides in spring 2008. On the Dresden campus we

intermetallics. As experimentalists, we rely on excellent

currently establish a local graduate training network

samples. We cooperate worldwide with several excellent

with ~20 students in this field working interdisciplinary

partners, also in Japan, and we have established as well

in chemistry as well as in experimental and theoretical

very intense research networks within the Dresden

physics. This new class of high-TC superconductors is

campus.

probably as versatile as the cuprates yet distinct differences

The main experimental techniques we use are the local

are evident. In cooperation with Hubertus Luetkens

probe spectroscopy methods muon spin relaxation (μSR),

and several other good friends at the Paul-Scherrer-

nuclear magnetic resonance (NMR) and Mössbauer

Institute, Switzerland, using muon spin relaxation and

spectroscopy. In addition, we perform thermodynamic

Fe-Mössbauer spectroscopy we examine the electronic

studies like magnetic susceptibility and high field

phase diagrams and magnetic interactions [1,2,3].
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Figure 2: PhD student Philipp Materne filling the liquid nitrogen
shield of our He4 Mössbauer apparatus. A superconducting

Figure 3: PhD student Hannes Kühne performing NMR

Helmholtz magnet with 7 Tesla for Mössbauer spectroscopy

experiments on copper pyrazine dinitrate at the NHMFL in

is just delivered.

Tallahassee, Florida, USA.

High magnetic field phases in layered
superconductors

Molecular Magnetism
Organic molecules with magnetic centers typically

For superconductors with a dominantly two-

realized by transition metal complexes are interesting for

dimensional electron system, in high magnetic fields

molecular spintronics and quantum computing devices.

complex phases with coexisting modulated magnetic

Using high field magnetometry, NMR und μSR as well as

and superconducting order parameters have been

high frequency electron spin resonance in high magnetic

predicted (e.g. the Fulde-Ferrel-Larkin-Ovshinnikov-

fields we examine the interplay of structure, magnetic

Phase (FFLO) about 40 years ago). This concept is

exchange and anisotropy with the magnetic ground state

discussed recently for organic superconductors and for

and excitations [6].

the layered heavy fermion superconductor CeCoIn5 in
which we performed high field low temperature muon
spin relaxation to examine this suggestion [4].

Group activities
The Dresden Elbe valley and the closeby “Saxony
Switzerland” mountains provide a beautiful scenery for
outdoor activities. Each fall we do a one day hiking tour,

Quantum criticality and spin transport in one

in winter we go cross country skiing. In addition, an

dimension

active Volleyball team is competing with other physics

One-dimensional quantum spin chains are model

institutes and student teams.

systems of many body physics. The metal-organic
antiferromagnetic S=1/2 Heisenberg spin chain system
copper pyrazine dinitrate posesses a small magnetic
exchange energy J ~ 10 K. In this system we have
performed NMR in magnetic fields up to 30 Tesla at
the NHMFL in Tallahassee, USA, to track the quantum
critical spin fluctuations at the crossover from a spin
liquid to a ferromagnetically polarized state [5].
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Figure 4: Last years hiking tour ended for some group members
in a private vineyard in Radebeul. Cross country skiing in
“Saxony Switzerland”.

Figure 5: Some institute members on the roof terrace of our building.
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Roderick M. Macrae

Research Overview
Research in our group covers diverse topics in

School of Mathematics and

computational electronic structure theory, spectroscopy,

Sciences

and studies of functional and nanostructured materials.

Marian University

Computational work is carried out with the support of the

Indianapolis, USA

Teragrid/Xsede national high-performance computational
infrastructure.

Computational and Materials Research
at Marian University

Computational work related to μSR carried out
by our group has traditionally focused upon hyperfine
properties of free radical species formed upon muon

Introduction

implantation in various materials, studying the influence

Marian University is a Catholic liberal arts-based

of isotopomer effects and both intramolecular and

university located in urban Indianapolis. Enrolment

reorientational dynamical averaging processes on the

in the sciences has been growing in the past two years

isotropic and anisotropic components of the hyperfine

as the university is in the process of building a new

interaction as manifested in TF-μSR and ALC-μSR

College of Osteopathic Medicine (scheduled to open its

spectra and longitudinal field repolarization patterns [1-

doors to students in fall of 2013). Marian is a primarily

3]. (The isotropic Fermi contact term is mainly sensitive

undergraduate institution, and the School of Mathematics

to temperature-dependent averaging over large-amplitude

and Sciences places a strong emphasis on undergraduate

intramolecular motions such as internal vibrations and

research and has a good record of sending students on

inversions, while the dipolar term is sensitive to overall

to successful graduate and professional careers and into

reorientation within the crystallographic and laboratory

academic positions. Research takes place both during

reference frames.) More recently we have also been

the regular semester as a course for which students sign

considering the details of muonium motional dynamics

up and in the summer in a more open-ended fashion;

in various functional materials such as zeolites [4], where

for the past three summers we have run an intensive

accurate representation of the energy and hyperfine

interdisciplinary teaching and research program through

surfaces in these systems is critical.

our Institute for Green and Sustainable Science.
th

Some highlights of this work include the demonstration

Indianapolis is the 12 -largest city in the U.S., and

that radicals formed in substances containing the C=S

is probably best-known as the home of the Indianapolis

analog of the carbonyl group derive from muonium

500, an annual motor racing event. (Fans of American

addition to S rather than to C, as had long been believed

football will probably also be aware that Indianapolis has

[1], structural investigations of the species formed on

been selected as the site of Super Bowl XLVI, which is

muon implantation in materials such as ferrocene [2]

to take place in February 2012.) Though situated within

and sulfur [3], and studies of subtle, isotope-dependent

the metropolis, a little to the northwest of downtown

dynamical averaging effects on the isotropic hyperfine

and within easy earshot of the Indianapolis Motor

coupling constants of trapped atoms in silsesquioxane

Speedway (where “time trials” often take place during

cages [4].

finals week), Marian University sits on a secluded park-

Our principal tools in this work are ab initio methods

like campus and is something of a peaceful haven from

of computational molecular electronic structure theory,

the city. An interesting historical side note is that the

including density functional methods, together with quantum-

land on which the campus is situated originally played

mechanical models of dynamical averaging processes.

host to the adjacent estates of three of the founders of

Recently we have revived our experimental program

the Indianapolis Speedway, and the Allison and Wheeler

in μSR, hitherto dormant for some years, through an

(now Stokely) mansions are among the buildings owned

interest in novel functional carbonaceous materials.

by the University.

Muon spin rotation investigations have over the years
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been carried out on many forms of pure carbon including

(Starbon 300) and hydrophobic (Starbon 800) extremes

diamond, graphite, amorphous carbon, fullerenes, and

of the preparation method (the numerical suffixes

nanotubes. Most of the existing work is summarized in

represent the pyrolysis temperature in degrees Celsius),

the recent review by Cox [5]. While in diamond both

were studied by longitudinal field repolarization μSR

bond-centered muonium and interstitial muonium are

using the D1 instrument at J-PARC, and show intriguing

observed, with hyperfine parameters typical of those

differences suggesting that μSR may be a very useful

species, in graphite the paramagnetic state formed on

tool in the study of these materials.

muon implantation undergoes rapid spin or charge

Other work in our laboratory includes computational

exchange with the conduction electrons leading to a

studies on carbonaceous and siliceous cages and clusters,

collapse of the radical line and a temperature-dependent

laser spectroscopy studies of light-induced reactions

“paramagnetic shift” in the muon Larmor frequency.

between molecular chromophores, separation methods

Fullerenes yield the interesting phenomenon of a clear

for rare earth materials, and hydrogen trapping and

distinction in the chemical environment inside and

evolution studies on hydrogen storage materials such as

outside the cages, with the former yielding endohedral

ammonia borane and sodium borohydride.

muonium with Aiso near its vacuum value and the latter
yielding an adduct radical with Aiso = 325 MHz in C60.

Institute for Green and Sustainable Sciences

This body of knowledge relating to forms of pure carbon

The Institute for Green and Sustainable Science [7]

suggests that μSR is a sufficiently mature scientific tool

is a research, education, and outreach center at Marian

to be applied to novel carbon-containing materials with

University engaging in the study of sustainability issues,

potentially complex internal structures.

particularly in ecology, green chemistry, and energy

Activated carbons are carbonaceous materials

and materials science. From its beginnings within the

with broad industrial applications ranging from

chemistry department in 2009 as a collaborative concept

biomedical filtration devices to supercapacitors. Typical

between the author and Dr. Carl Lecher, a green synthetic

activated carbons are made using high-temperature

organic chemist, it has expanded to accommodate

inert atmosphere pyrolysis of a hydrocarbon starting

contributions from faculty in biology and mathematics,

material to form a char, followed by activation via

with the addition of Dr. Sara O’Brien (endocrinology) and

high temperature reaction with O2, CO2, or steam. The

Dr. Benjamin Allgeier (graph theory). This year’s research

2

mesoporosity of the material (on the order of 500 m /g

activities ranged from quantum-mechanical modeling of

internal pore surface area) is generated by the activation

trapped atoms in cages to experimental studies of habitat

process, generally with only a low degree of control.

fragmentation. The classroom environment of IGSS is

Recently an alternative strategy for preparation of

highly interdisciplinary and strongly research-based – it’s

activated carbon materials has been developed, based on

a different and very promising way to teach science to the

the use of expanded starch as a templating material and

next generation of researchers.

relatively mild pyrolysis conditions, with no separate
activation step [6]. Properties of these Starbon® materials
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Figure 1: One of the silsesquioxane cages under current study – a

Uncorrected asymmetry
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Figure 2: Room temperature LFμSR data obtained at J-PARC on
Starbon 300® (blue) and Starbon 800® (red).

Figure 3: Faculty and students from IGSS 2011 summer school.
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Tair Mamedov

[2], no frequency shift of the muon spin precession

Joint Institute for Nuclear

the main goal of the last experiment was to improve

Research (JINR)

an accuracy of a muon spin precession frequency

Dybna, Russia

in diamond was observed at the level of 5×10-3, and

measurement.
Experiment was performed at the upgraded ALC
instrument in 1.4 T magnetic field in the range of
15-330 K. The polycrystalline diamond sample D6

We are carrying out experiments with positive and
negative muons beams at the JINR (Joint Institute for

was produced by a microwave plasma assisted CVD
technique in CH4/H2 mixtures [3].

Nuclear Research, Dubna), at the PNPI (Saint Peterburg

It was found that muon polarization damping rate

Nuclear Physic Institute, Gatchina) and at the PSI (Paul

depends on temperature as R ~ 1/T0.8 in the range of 15-

Scherrer Institut). Recently, our group merged with the

80 K and as R ~ 1/T2.0 in the range of 80-230 K. Strong

group involved mu-catalysis experiments.

drop of the damping rate at 250 K and no damping at 300

Investigation in oure group focused on

and 330 K were observed. In general, the temperature

1) interaction of acceptor centers with medium in dif-

dependence of R in sample D6 is similar to that

ferent semiconductors (including search for dilute

observed early for the CVD-film Samples [2]. It was

magnetic semiconductors);

found that in sample D6 muon polarization amplitude

2) magnetic property of condensed materials;

P0(t=0) does not depend on temperature and there is no

3) μ-catalysis in mixtures of hydrogen isotopes.

positive (paramagnetic) shift of muon spin precession

Responsible persons for these topics are:

frequency. This fact evidences that in diamond μB forms

1) Prof. T.Mamedov

in diamagnetic state in time less than 10 -8 s and the

2) Dr. M.Balasoiu and Dr. V.Duginov

muon polarization damping is due to slow hole capture

3) Prof. V.V. Filchenkov and Dr. D.L. Demin.

by acceptor center μB. However, there is a sufficient

In experiments at PNPI accelerator, we perform

indication for the anomaly large negative frequency shift

experiments together with the local μSR group. The

(within 5 standard deviation) in the temperature range of

leader of this group is Prof. V. Koptev. There are many

80-250 K:

friendly people including a few junior scientists, the

-Δω/ω=-(ω(T)-ω(300K))/ω(300K) ≦ 1.4×10-3. Muon

good μSR-setup which is supported by personnel from

precession frequency shift may occur due to negative

the local μSR group.

magnetic susceptibility of diamond and due to chemical
shift. II-type natural diamond has negative susceptibility

I. SEMICONDUCTORS

-5
χν = -2.2×10 (in SI units) at temperature 300 K, and χν

[Diamond]

does not depend on temperature in the range of 4-300

This experiment aimed to study the behavior of the
μ

Β acceptor in the synthetic diamond. At equilibrium,

K at magnetic field up to 0.4 T. There is no data about
magnetic susceptibility of CVD diamond.

the boron acceptor in the diamond is expected to be

The observed shift seems to be much greater than

paramagnetic at T < 300 K. Providing the electron shell

one may expect on the bases of the magnetic susceptibility

of μΒ has nonzero magnetic moment (paramagnetic μΒ),

and/or the chemical shift for B in diamond. The accuracy

there is a hyperfine interaction between the muon and the

of a muon precession frequency shift at T ≦ 80 K should

electron shell. According to the theoretical calculations

be improved few times for a final conclusion.

[1], a relaxation of the muon spin and a paramagnetic
shift of its precession frequency are expected. The

[Dilute magnetic semiconductors]

paramagnetic shift should be of positive sign and inverse

Dilute magnetic semiconductors are interesting from

proportional to temperature. In the early experiments

the point of view of their possible application in opto- and
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magneto-electronics. Although magnetic semiconductors

the diamagnetic (muon) fraction is formed in the ferrofluid

have been known for a long time, the search for materials

in about the same amount as in D2O, but the muon spin

with a high Curie temperature, TC, which could be the

relaxation rate in the ferrofluid is much higher than in D2O.

basis of electronic elements capable of operating at room

A significant shift of the muon spin precession frequency

temperature and higher has continued. The magnetic

in the ferrofluid was observed. It was shown that the

properties of a binary semiconductor of gallium arsenide

shift of the muon precession frequency as a function of

with manganese admixture Ga1-xMnxAs with TC of 159

the external magnetic field is described by the Langevin

K were studied [4]. Recently, ferromagnetic properties

function typical of paramagnetic magnetization. The mean

at room temperature were observed in CdGeP2:Mn and

magnetic field in the medium due to magnetic nanoparticle

CdGeAs2:Mn semiconductors [5].

polarization in an external field was experimentally

It follows from theoretical calculations [6,7] that
doping elements of transition metals into ZnO can yield

determined. The nanoparticle sizes were estimated [see
JETP Letter, v.88, n.3, pp.210-2013(2008)].

a magnetic semiconductor with a Curie temperature
higher than room temperature. These calculations
stimulated a series of experimental studies of the properties

III. Mu-CATALYSIS

of Zn1-xMexO compounds (where Me is V, Cr, Mn, Fe,

Recently at JINR a new proposal on studying

Co, Ni) [8]. The results of experimental studies turned out

μ-catalysis in mixture of protium and tritium was

to be contradictory: in some papers, the observation of

approved. It will be realized during 2011-2013.

ferromagnetic properties of ZnO samples doped by Mn, Co,

At present the processes of muon catalysis (MC)

or Ni was reported, and in other papers ferromagnetism was

have been widely investigated both by theory and

not observed.

experiment. Important feature of MC is that it allows to

The behavior of the polarization of negative muons in

study the fusion reaction under specific and well defined

Zn0.99Co0.01O was studied in order to search for a possible

conditions: low kinetic energy (0.1 keV) of the nuclei;

magnetic ordered phase. The sample was obtained using

the nuclei in the state with the well-defined spin and

solid phase synthesis from ZnO and Co3O4. Measurements

angular momentum. Now, the rate of the muon catalyzed

were performed in a magnetic field of 1.5 kG transverse

fusion for d + d, p + d and t + t have been measured

to the muon spin in a temperature range of 5-300 K and

and they are turned out in an agreement with the theory.

in the absence of an external magnetic field at 6 K. No

However, experimental results for the pt-fusion reaction

evidence of long range magnetic order were observed.

are far from theoretical prediction.
(1) ptμ → 4Heμ + γ + 19.82 MeV
(Eγ = 19.77 MeV)

II. MAGNETIC PROPERTY OF CONDENSED
MATERIALS
[The nanostructured magnetic system]

4
(2) ptμ → He + μ + 19.81 MeV

(Eμ = 19.76 MeV )
(3) ptμ → 4Heμ + e+ + e−+ 18.79 MeV

Interest in studying nanostructured materials has

(here shown only the dominant channels of the reaction).

grown significantly in recent years. A special place among

The investigation of the reactions (1-2) was performed

such materials is held by nonmagnetic media containing

only in the experiment at PSI [9]. The reaction (3) with

magnetic nanoparticles. The scientific interest in such

electron-positron pairs in final state was not observed.

materials is related to studying the nature of magnetism in

The rate of the reaction (1) (M1 transition) exceeds the

objects with sizes no larger than the domain size.

calculated value by a factor eight and the rate of the muon

A ferrofluid based on Fe3O4 nanoparticles dispersed

conversion (E0 transition) is higher than the theoretically

in heavy water D2O was studied using polarized positive

expected value by hundreds times ! Electric monopole

muon beam at Gatchina. The experiment has been

operator is responsible for the internal muon conversion

carried out at temperatures 26-300 K. It was found that

and electron-positron pairs production processes in the

54

「めそん」No.34, 2011 年

秋

特集

我らが研究室へようこそ（世界編その 2）

ptμ− and for pairs production processes in the pt-reaction.

of a new high magnetic field μSR spectrometer that is

According to Ya.B. Zeldovich and S.S. Gershtein [10],

under construction at PSI. A.I. Rudenko is responsible

5

-1

the muon conversion rate is 10 s and ratio of the rate of

for nonstandard electronic devises, for example, a device

muon conversion to that of pair production should be R

for discriminating neutron in a large background of a γ in

+

−

= μ /e ,e ~ 0.7. The pair production processes for the pt-

μ-catalysis experiments.

reaction was not observed in flight (beam-target) and in
the ptμ system. It would be very important to clarify the
discrepancy between theory and experiment.
It is practically impossible to study the ptfusion from the initial pure s-state in the beam-target
experiments because the transitions (M1 and E0) are
masked by the dominant E1 transition from the p-state
despite it is suppressed due to the centrifugal barrier [11].
Since the value of Ss (S-factor due to the M1 transition)
for the 3He(p,γ) 4He reaction is closely related to the
3

He(n,γ)4He cross-section at thermal energies, this result

should provide additional tests of the model assumptions
and should lead to a more accurate value of the highenergy neutrino flux expected from the 3He(p,e +,ν)

Victor Duginov at JINR μSR setup.

reaction in the Sun.

IV . PERSONS & FACES
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professors from Waseda University, Tohoku University,
Saitama University and National University of Singapore.
Our researches in polymer hybrid, solar cell and
nanoparticle for luminescence materials become a
leading research in Indonesia.
For polymer hybrid, for example, we successfully

Rustam
E. Siregar

synthesized hybrid Organic-Inorganic Polymer by Sol-

Safriani

Risdiana

Padjadjaran University, Indonesia
Physics Department

gel method, using monomer of 3-(Trimethoxysilyl)
propyl methacrylate (TMSPMA). By adding some active
materials (dye), this hybrid polymer can be applied for
special purpose, such as laser and solid state luminescence.
We also developed synthesis method to produce

Department of Physics Padjadjaran University

nanoparticles for luminescence material called Salt

located at Jatinangor West Jawa around 200 km from

Assisted Spray Pyrolysis (SASP) method that produce

capital city of Indonesia, Jakarta. This department

nanosize particle. Figure 1 shows schematic diagram of

has 365 students and 43 staffs. We have 5 research

Salt Assisted Spray Pyrolysis method. For comparison,

laboratories and one of them is material physics

Conventional Spray Pyrolysis (CSP) method that

laboratory with 15 researchers, 34 undergraduate

produces submicron size of particle is also shown here.

students and 3 doctor course student. One of our doctor

For solar cell research, we focus in increasing the ef-

course students now is doing some researches in RIKEN.

ficiency of solar cell and studying the charge transport

Our research interest is focusing on several fields such

mechanism of its active materials. For active materials,

as Polymer Hybrid, superconductor, Organic Solar Cell,

we focus in conjugated polymer of polythiophene (PT)

Nanoparticles and Photonic Crystals.

and its derivatives. This material has attracted much

To increase our research quality, we develop
collaboration research with several institutions both in

attention due to their chemical and thermal stability as
well as their wide absorbing solar spectrum.

Indonesia and other countries in Asia and Europe listed
below.
1. RIKEN Nishina Center for Accelerator Based Science, Japan
2. Technical University of Kaiserslautern, Germany
3. Dept. Mechanical Engineering Yonsei University
Korea
4. Tohoku University Japan
5. Graduate School of Science, Osaka University
6. Waseda University
7. Saitama University
8. Max-Planck Institute for Polymer Research,
Germany
9. Hiroshima University, Japan

Figure 1: Schematic diagram of SASP and CSP method.

10. National Singapore University
The most required properties of these active layers
We invited some experts to give lectures in our

are their ability to transfer the charge carrier resulted

department periodically. In 2011, we have invited

from absorption of solar spectrum. In particular, the
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PT derivative of poly(3-alkylthiophene) (P3AT) has

We are also starting to study another active material

been attracted intensive study because of the effective

that so-called hybrid (organic- inorganic) material,

modification of its properties by variations of the

combining the advantages of organic material (P3AT)

alkyl side-chain length. The transport measurements

and inorganic material (ZnO). We proposed to make

of P3AT have also revealed strong dependence of the

ZF- and LF- μSR measurements of mixture P3AT with

conductivity on their molecular structures, such as its

different molecular structure and nanoparticle ZnO at

regio-regularity (regio-regular (RR) or regio-random

RIKEN-RAL muon facilities in this year.

(Rdm)). The electrical conductivity of P3AT is resulted

Besides experimental research, we create some

from the delocalization of electrons in the polymer

simulation and theoretical researches. One of them is

backbone via doping to the conjugated π-orbital. These

developing the universal analysis programming for

properties are related with the charge carrier transport

μSR and applying this programming to real data in

and its mobility along (intra) and perpendicular (inter)

order to study novel magnetic ground states in newly

to the polymer chain. We have carried out ZF- and LF-

synthesized functional magnetic materials. This project is

μSR measurements at RIKEN-RAL facilities in P3AT

collaborating research with some RIKEN scientists.

sample with regioregular structure by zero-field (ZF) and
longitudinal-field (LF) μSR and found that the charge
carrier mobility changes from one dimensional model (the
charge transport is dominated by mobility along (intra) to
the polymer chain) to three dimensional one (the charge
transport is dominated by mobility perpendicular (inter)
to the polymer chain) which is strongly depending on
their molecular structure and temperature dependence.
For instance, Figure 2 shows the LF dependence
of the muon-spin depolarization rate (λ 1) in regioregular Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl) (RR-P3HT) at
temperatures of 300 K and 10 K which displays two
different field dependence λ1. It addressed to different
direction of charge carrier mobility.
Celebrating our first success in developing universal analysis

L1 (M sec-1)

10

programming for μSR.

1

L ~ C - HLF0.5

100

300 K

L ~ HLF-0.5

10-1

10 K

100

101

102

103

HLF (mT)
Figure 1: The LF dependence of λ1 in RR-P3HT at 300 K and 10
K (JPCS 200 (2010) 052024).
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Staffs and students in material physics laboratory Padjadjaran
University. Photo was taken when we invited 3 Japanese
researchers to our laboratory.
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Professional への
スピリッツ

本企画を開始してすでに今回で 5 回目となりました。今回の企画に先立ちまして、中間子科学会
として大変うれしいニュースがあります。先日、創設されました『日本中間子科学会若手奨励賞』
の第一回授賞者が決まりました。栄えある授賞者は、原研先端基礎研究センターの伊藤孝さん、そ
して理研仁科加速器センターの今尾浩士さんです。誠におめでとうございます。今回の栄えある若
手奨励賞を記念し、本コーナーにて授賞内容を掲載し、編集部よりお祝いの言葉とかえたいと思
います。授賞者および授賞理由に関しては日本中間子科学会ホームページ（http://wwwsoc.nii.ac.jp/
jmeson/society/wakatesyoureisyou.html）をご参照ください。また、今回の授賞を祝いまして、今尾浩
士さんに『Professional へのスピリッツ』コーナーの原稿を依頼いたしました。授賞理由に引き続
き研究内容もご堪能ください。伊藤孝さんに関しても同様に原稿を掲載すべきところですが、授賞
内容が、2010 年春号（Vol.31）にご投稿いただきました伊藤さんの研究内容紹介に同じであるため
に、今号からは原稿を割愛し、2010 年春号をもって代えさせていただきます。読者の方々におき
ましては何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。
若手奨励賞は今後とも継続されます。新しく創設された賞ですが、自薦・他薦ともに幅広い分野
より応募を受け付けております。すでに第２回の公募がまさに始まらんとしております。今尾さん
の原稿の後、公募要領を掲載いたします。我こそと思われる若手研究者の方々の積極的な応募を期
待しております。

（編集部）
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第１回 日本中間子若手奨励賞授賞者

伊藤

孝

（日本原子力研究所・先端基礎研究センター・アクチノイド化合物磁性・超伝導研究グループ）
授賞研究題目
『f 電子系 PrPb3 におけるミュオンスピン緩和機構の解明と四重極秩序の研究』
授賞理由
伊藤氏は Quadrapole order を示すといわれている PrPb3 を、µSR 法を用いて測定した。 Quadrapole order は内部磁場
を作らないため転移点の上下で磁性の変化は無いが、実際にはその転移温度以上のゼロ磁場 µSR によってミュオン
位置に 5 個の等間隔で並ぶ内部磁場を観測した。対応するミュオンスピンの時間スペクトルは周期的にピークを持つ
という、まれに見る形状をしている。
伊藤氏は、この奇妙なミュオンスピン偏極の時間スペクトルを、単に報告するだけでなく、それが何に起因するか
の定量的な解釈を与えている：ミュオンと Pr 核スピンの間の超微細結合パラメータを仮定し、ミュオンスピンと隣接
する 2 つの Pr 核スピン（I=5/2）間のマイクロスコピックなハミルトニアンを立てて解き、t=0 で偏極しているミュオ
ンスピンの時間発展を計算することにより、観測された 5 本の内部磁場のすべてを定量的に説明することに成功した。
また、PrPb3 の原子四重極秩序が起こる温度領域で上記の信号が消えることも確認し、内部磁場が Pr 核スピンに起
因することも実験的に明らかにした。本論文は、物質中に出現した、ミュオンと原子核スピンのカップルした少数ス
ピン系に関する新しい現象を観測したのみならず、それを簡単なモデルで説明することに成功している。これは、f
+

+

電子系化合物において、局在 f 電子に対する結晶場への µ の影響および µ 電荷の伝導電子による静電遮蔽について
定量的研究を可能にするものであり、f 電子系化合物 µSR 実験に新しい「定量的研究局面」を開くものである。2010
年度の若手奨励賞にふさわしい業績である。

今尾

浩士

（理化学研究所・仁科加速器研究センター）
授賞研究題目
『オルソ・パラ比制御下における固体・液体・気体重水素でのミュオン触媒核融合の研究』
授賞理由
ミュオン触媒核融合 (µCF) 研究の現在の中心課題は、
「ミュオン分子生成共鳴機構の精密な解明と生成効率促進法
の発見」にある。本論文の直前の状況は --- (1) 固体重水素での ddµ 核融合において、ミュオン分子生成率が、孤立系
理論に反し高い値を保つこと、加えて、(2) 重水素分子のオルソ・パラ状態比に依存性すること（両状態の僅かな回
転励起エネルギー差が、共鳴条件への適合性に大きな差を生む）が発見されて、(3) 大いに理論家を刺激し、固体効
果を考慮した理論が多数出たが、全く説明がつかなかった。
本論文 (3 編 ) では、ミュオン分子生成率のオルソ・パラ依存性を、固体・液体・気体重水素で観測し、(a) 液体に
おいても固体と同じ依存性があること、(b) 気体では、その依存性が逆転することを発見した。この功績は大きい。(a)
により上記理論の不成功の原因が明確に指摘され、(a),(b) により依存性の要因が重水素の密度にあることが示されて
いる。高密度でのミュオン分子生成の際、別の重水素分子へのエネルギーの受け渡し（3 体効果）を考慮すべきこと
が明言されており、理論研究への刺激も大である。
気体領域で密度を変化させ、オルソ・パラ依存性が変わることを着実に確認していることも評価できる。この研究
において、オルソ・パラ比の精密測定法が確立され、パラ重水素濃縮技術が開発されたことは重要であり、今回の物
理的成果を支えている。CF 諸過程の制御・高効率化へ向けての一里塚的論文である。
2010 年度の若手奨励賞にふさわしい業績である。
「めそん」No.34, 2011 年
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理化学研究所

ると困ってしまうが、強いてこれまでの研究のキーワー

加速器基盤研究部

ドを探すと「エギゾチック粒子ビーム」などであろうか。

加速器高度化チーム

今尾

浩士

さて、随分と話がそれたが、今回は筆者の科学に
対する「スピリッツ」の原点ともいうべき μCF 研
究について紹介させていただく。この研究に関して、
先日、栄えある第 1 回目の中間子科学若手奨励賞を
いただく事ができた。その受賞内容に沿って、話を
進めさせていただきたい。とはいっても、研究内容

重水素系ミュオン触媒核融合
におけるオルソパラ効果

についてのかなりの部分 [1] は「めそん」2006 年の
春号で既に紹介させていただいており、本稿ではこ
れらを簡単に説明しつつ、特に 2006 年以降に行っ
た、パラリッチ重水素標的の生成法の探求 [2]、D2

はじめに
筆者のミュオンとの出会いは京都大学での卒業

系 μCF における密度効果の観測 [3] に重きを置いて
ご紹介させていただきたい。

研究（9 人での共同研究であった）において MMbar
転換テストをモチベーションとした高効率ミュオニ
ウム生成法の探索実験を共同利用実験として KEK

1.

ミュオン触媒核融合と共鳴分子生成
純粋な重水素中でのミュオン触媒核融合 (dd-μCF)

ミュオン施設で行わせていただいた時の事である。 の μCF サイクル反応について図 1 に示す。
この実験が永嶺先生、西山先生との出会いでもあり、 負ミュオンを重水素中に打ち込むと、電子に比べて
強力にサポート頂いた。その後、東大の永嶺・西山
研究室へと進学させていただく事になる。
大学院進学後は KEK, RAL, TRIUMF のミュオン
ビームを用いてミュオン触媒核融合（μCF）の研究
を行い、「オルソパラ比コントロール下における気
体・液体・固体重水素でのミュオン触媒核融合」と
いうタイトルで博士論文をまとめた。
学位取得後は暫くミュオン触媒核融合の研究を
継続しつつも、主には ASACUSA という国際研究
グループに所属し、CERN の反陽子減速器を用い

図 1：Rdd-μCF サイクルの概略図

て CPT 対称性のテストに向けた反水素生成・分光
実験を行った。そこでは超伝導ソレノイド中に全て

質量が 207 倍重いため、普通の水素分子に比べて約

を配置したコンパクト陽電子源と、それを用いてカ

207 倍小さいミュオン分子イオンが形成される。こ

スプ型磁場を用いた反水素トラップ中に高密度陽電

の小さなエギゾチック分子イオンの中で自動的に核

子プラズマを作成する一連のスキームの開発を行っ

融合反応が起こる、というのが、μCF の一つの重

た。昨年、ASACUSA では遂にカスプ型磁場での反

要な原理である。そして、核融合反応後、自由に

水素合成に成功しており、これら反水素関連の成果

なったミュオンがまた次の反応を起こす。ミュオン

は IOP ( 英国物理学会 ) の Physics World 誌 で 2010

が 22 マイクロ秒の寿命で崩壊するか、ヘリウム付

年 の 物 理 分 野 の 十 大 ニ ュ ー ス Breakthrough of the

着というロス過程でサイクルから外れるまで反応が

Year の第 1 位に選ばれている。

続く。この「サイクル性」が μCF のもう一つの重

現在、筆者は理化学研究所の RI ビームファクト

要な原理である。ミュオン自身は核融合反応の反応

リーへと所属を移し、重イオン加速器群を用いた大

速度を速めるのみで、自身は反応の前後で変化しな

強度

238

U ビーム生成のための荷電変換法について

の研究をスタートさせた所である。
一体何の「professional」になるつもりなのかと聞かれ
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い、すなわち「触媒」として働いている。
μCF の効率を支配しているのは共鳴ミュオン分
子生成過程とヘリウム付着によるロス過程（再付着
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を含む）であり、その基礎過程について理論的・実

もし、共鳴生成率のオルソパラ依存性を広い標

験的に調べ、メカニズムを明らかにし、高効率化を

的密度と相で観測できれば、(1) 凝縮系での μCF 理

考える事が重要である。

論と実験の齟齬の原因を突き止め、(2) 凝縮系で適

本研究では特に純粋な重水素系 (D2 系 ) での共鳴

用可能な理論構築に有用なデータを取得すると同

ミュオン分子生成過程についての研究を行い、これ

時に、(3) 孤立系理論の検証にもなる。本研究では、

は dμ+D2 → [(ddμ)dee]* の様に書ける。ddµ の第一

固体・液体・気体・超臨界流体（密度 φ = 0.03−1.4

励起状態 ( 回転 J、振動 n 準位が共に 1) の束縛エネ

22
-3
液体水素密度 (4.25×10 cm )）の全ての相で核融合

ルギーが非常に小さい（〜 2 eV）ため、終状態複

中性子放出時間スペクトラムにおけるオルソパラ依

合分子の回転・振動励起に吸収され得る（Vesman

存性の観測を試みた。

モデル [4]）。複合分子内で小さな ddμ はあたかも核
子のように振る舞う。よりメジャーな重水素・三重
水素系（DT 系）では例えば dμ を tμ、ddμ を dtμ と
置き換えれば同様の枠組みで記述できる。純粋な
D2 系は特にこの過程の観測に適している。

2.

実験
実験は TRIUMF 研究所の陽子リングサイクロト

ロンの二次ビーム、DC 崩壊負ミュオンビームを用

共鳴分子生成過程において始状態と終状態のエ

いて行った。実験のセットアップは図 3 のようなも

ネルギーマッチングに必要な「共鳴エネルギー」は

のである。標的密度に応じて 50 MeV/c 前後の負ミュ

数 meV 程度である。よって共鳴条件は重水素標的

オンを、オルソパラ状態をコントロールした重水素

の状態、その温度や本研究でコントロールした重水

に打ち込み、放出される核融合中性子とミュオン崩

素分子のオルソ・パラ比といったものに依存する。 壊電子を観測している。核融合中性子のミュオン入
オルソパラ状態というのは全核スピンの偶奇性の事

射を基点とした放出時間スペクトラムから、共鳴分

であるが全波動関数の原子核交換対称性から回転量

子生成過程の情報を得る事ができる。ターゲットセ

子数の偶奇性が決まり、その基底状態と第一励起状

ルは標的状態によって使い分けて最高耐圧のものは

態のエネルギー差は 7.4 meV である。この差が共鳴

30atm まで耐えられる。重水素は標準状態で 10−30

に影響を与える訳である。

リッター程度が必要である。実験の鍵となったのは、

ところで、μCF には孤立系での共鳴分子生成理

d-d 核融合中性子検出系・大容量オルソ変換器・コ

論 (dμ+D2 の 6 体系 ) を凝縮系に全く適用できない

ンパクトラマン分光装置・無水素冷媒型パラ収集器

という大問題があった [5]。特に純粋な重水素中で

などの開発であった。本稿では特にパラ重水素の収

は、固体領域で観測された高い共鳴分子生成率を説

集についてご紹介する。

明出来ない（図 2）。さらに共鳴生成率について固
体薄膜標的のオルソパラ比依存性が観測されたが
[6]、孤立系理論だけでなく、フォノンの寄与等の
固体効果を考慮した理論 [7] とも一致しなかった。

共鳴ddM分子生成率 (Ms-1)

5
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1
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図 2：共鳴分子性成立における理論と実験の不一致
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3.

本研究で開発されたパラ収集器を図 4 に示す。ガ

パラ重水素収集
オルソパラ変換は禁制遷移であり、オルソ分子と

スを吸着させる媒体としては比表面積の大きさから

パラ分子はあたかも異なる分子のように振舞う。d

活性アルミナを用いた。アルミナの温度コントロー

核の核スピンは 1 であり、重水素では基底状態を含

ルが重要であるが、先に紹介した古典的論文では液

む全核スピンが偶数の状態が統計的に優位となるた

体水素を用いて大きな冷却能力でコントロールし

めオルソ（orthodox と同じ語源）と呼ばれる（水素

ている。本研究ではフロー型 He クライオスタット

では逆にパラが基底状態を含む）。オルソ重水素標

を用いてアルミナを冷却し、温度コントロールして

的（基底状態）の作成に際して、そのまま低温にし

おり、そこに難しさがあった。アルミナを液体温

て分子と d 核の四重極相互作用での変換を待ってい

度より少し高めの温度（25−30 K）まで冷却し、吸

ては平衡に達するまでに数ヶ月を要する。そこで低

着平衡状態を保ちながら自由空間にある雰囲気ガス

温化で常磁性体触媒を用いて変換を促進した。磁場勾

を随時リフレッシュしていくと吸着ガスはパラ重水

配で 2 つの核スピンの相対的な向きが変る訳である。

素リッチになる。三時間程度リフレッシュを続けた

一方、パラ重水素標的の作成においては、
「マク

後、吸着水素を昇温脱離させることで、パラリッチ

スウェルの悪魔」の助けを借りない限り、オルソへ

なガスを回収する。アルミナ自身が触媒として働き

変換と同様の方法では、スピン統計比 ( オルソ：パ

折角のパラ重水素がオルソに転換してしまわない様

ラ =2:1、ノーマル標的と呼ぶ ) 以上にパラ重水素が

に回収は 300W のカプトンヒータによる昇温で一気

増えることはない。そこで「転換」ではなく、重水

に行った。得られたパラリッチガスを更に雰囲気ガ

素分子の物質表面への物理吸着量の違いを利用して

スとして用いる事でより高濃度のパラリッチガスの

パラ重水素のみを選択的に「収集」した。

作成が可能となる。このような手続きを 3 回繰り返

物質表面への物理吸着の度合いは、自由空間で

してパラ重水素を 80% 近くまで濃縮する事に成功し

のエネルギー状態と表面でのエネルギー状態の違い

ている。作成した標的を回転ラマン分光法で測定し

に依存する。オルソ分子とパラ分子はそれぞれ表面

た結果が図 5 であり、明確な違いが観測されている。

ポテンシャルによる影響が異なるため、吸着の度合

本研究の装置ではリフレッシュガスをポンプで

いが異なり、結果オルソパラ比は自由空間と表面で

引き続けて、専用の排気ラインで室外へ捨て続ける

異なったものとなる。例えば回転準位 J = 1 のパラ

ため、重水素の消費が激しい。今後の改良としては、

重水素分子は物質表面で回転が抑制され、より安定

例えばブロワーと Pd フィルターを用いたガスリサ

となる（束縛回転モデル）であろう。これは、一度

イクルシステムの構築が考えられる。最近では収集

吸着されたパラ分子が再び自由回転して脱離するの

に Pd を用いる方法 [9]、三重点の違いを利用した方

に、より大きな活性化エネルギーを要するという事

法 [10] 等も開発されている。

である。そのため、適当な低温化ではパラ分子を選
択的に吸着させる事が可能となる。このような原理
を用いた手法で 1950 年代の古典的論文においてパ

散乱強度

ラ重水素の凝縮に成功が報告されている [8]。

478

480

482

484

486

488

波長 [nm]
図 4：パラ収集器
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図 5：重水素標的のラマンスペクトラム
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4.

密度効果

が密度が小さくなり観測が困難になる）。気体での

実験で得られた核融合中性子の放出時間スペクト

結果とあわせて共鳴分子生成率を導出しプロットし

ラムを図 6 に示す。中性子の 100 倍のガンマ線と、 たのが図 7 である。
核融合中性子の 100 倍ミュオン原子核捕獲中性子（主
として標的セルの銅から来る）という膨大なバック
グラウンドを除去して、核融合中性子にある数 % の
オルソパラ比依存性の違いを捕らえる事が出来た。
詳細は立ち入らずに、大雑把に言ってしまうとプロ
ンプトピークの高さが共鳴分子生成率を反映してい
る。本研究の温度領域では共鳴分子生成はエネルギー
マッチングの問題から超微細構造状態 F ＝ 3/2 の dμ
原子からが殆どであり、F=3/2 → F=1/2（エネルギー
差 48 meV）の遷移によってミュオンの寿命やロス過
程の時定数より早い時間スケールで減衰していく。

図 7：共鳴分子生成率の温度依存性

共鳴分子生成率の導出においては時間スペクト
ラムにあるバンプ構造の問題をクリアする必要が
あった。前節のような装置で得られたパラリッチな
標的を投入し、ノーマルのスペクトラムよりも下へ
「抉れる」事が観測できた。こうした時間構造は dμ
図 6：核融合中性子時間スペクトラム

原子の熱化過程を反映していると考えている。従
来の解析では dμ は十分に早い時間スケールで熱化

さて、結果であるが、まず固体、液体領域にお （温度のマクスウェル分布に達する事）していると
いては、オルソ標的を用いた場合の方が共鳴分子生

仮定し、共鳴分子生成率、超微細構造遷移率は単一

成率は低くなり、核融合中性子の収量も少なくなっ

のパラメータとして取り扱われていた。本研究では

た。これは、孤立系の理論予想とは反対の結果であ

熱化途中の過程 (epithermal 効果 ) による共鳴分子生

る。孤立系の μCF 理論＋固体特有の効果で現象を

成率の変化を考慮して解析を行った。なお、超微細

説明しようと考えていた従来のスタンスが誤りであ

構造遷移過程について、直接的なミュオントランス

る事を実験的に示した事になる。

ファーによる過程の他に、分子生成後の崩壊（バッ

気体領域では、まず、オルソの核融合中性子ス

クディケイ過程）の寄与が同程度もしくはそれ以上

ペクトラムの時間構造に異常（バンプ構造）が観測

にある。そのため超微細構造遷移率も共鳴分子生成

された。そして、収量に関して固体・液体とは効果

率に応じて変化する事になる。観測された時間構造

が逆転し、オルソ気体で収量が増加した。この点で

の異常はノーマル標的のスペクトラムだけを眺めて

孤立系の μCF 理論と同傾向の結果を観測した。効

いても気付き得ない事である。

果の逆転は驚くべき事であったが、この辺りは「め
そん」2006 年春号でも紹介した部分である。

さて、図 7 において、特に 36 K 近傍の結果を見
ると、ほとんど標的温度が変らなくても、密度の違

更に、固体・液体と気体での効果の違いについ

いによってオルソパラ依存性が逆になっている。す

て探るために、液体の温度を気体と同程度まで上げ

なわち温度でも、固体の結晶性の効果でもなく、共

て実験を行った。蒸気圧が 1 atm となる液体重水素

鳴条件が密度で変る事が実証された（密度効果）。

の温度は 24 K 程度であるが、耐圧セルを用いて高

なお共鳴分子生成率は液体水素密度で規格化した量

温液体を作成した（気体の温度を下げても良いのだ

であるのでここで言う密度効果というのは密度に関
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する非線形効果の事である。

5.

おわりに

こうなると密度をパラメータとして実験を行い

本稿でご紹介した内容は永嶺謙忠氏、石田勝彦氏、

たくなる。これについて、例えば臨界点 (38.34 K,

松崎禎市朗氏、
河村成肇氏、松田恭幸氏、豊田晃久氏、

1.6 MPa) 近傍では劇的な相転移が起こらないので、 パトリックストラッサー氏、岩崎雅彦氏との共同研
温度を殆ど変えず、密度を広い範囲でコントロール

究として行われたものである。その他研究を遂行す

する事ができる。実際そのような標的作成し、温度

るにあたりお世話になった全ての方々にこの場を借

T=38 K 近傍での密度依存性について包括的な情報

りて深く感謝したい。

を得る事が出来た（図 8）。

図 8：核融合中性子収量の差の密度依存性

観測された非線形密度効果の原因としては 3 体衝突
による分子生成の寄与 (3 体効果 )、高密度中で [(ddμ)dee]
の励起状態における準位の変化等が考えられている。
密度効果については DT 系においては、早くから
知られていた [11]。しかしながら、D2 系において
は明確に観測されていなかった。この事は図 7 で
ノーマル標的の結果だけを眺めれば明らかであろ
う。DT 系においては、dtμ 分子 (J=1) は生成後速や
かに基底状態に落ち、核融合率は非常に高い（〜
1012 s-1)。すなわち dtμ の寿命は短く共鳴条件の幅は
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第２回日本中間子科学会若手奨励賞公募
日本中間子科学会では、中間子科学の発展に貢献しうる優秀な論文を発表した若手会員を称え、学会を
より活性化するために、「日本中間子科学会若手奨励賞」を制定し、平成 22 年度から実施しています。
表彰の対象は、博士の学位取得後 10 年以内の会員（博士の学位未取得者も含む）で、毎年 2 名を上限
として選出します。授賞式は総会にて行い、受賞者には、総会において受賞記念講演を行っていただきま
す。詳細は、下記の「日本中間子科学会若手奨励賞規定」、「日本中間子科学会若手奨励賞細則」、および、
「日本中間子科学会若手奨励賞実施スケジュール」をご覧下さい。
自薦、他薦いずれでも結構ですので、多数の応募をお待ちしております。
日本中間子科学会
会長

鳥養映子

公募要領
１．表彰対象
中間子科学の発展に貢献しうる優秀な論文（1 編または複数の論文で、掲載決定済みの論文を含
む）を発表した本会会員であり、かつ本賞をまだ受賞していない者であって、以下の資格を有する
ものとする。
1) 応募年度の年度末の時点で、博士の学位取得後 10 年以内の者（博士の学位未取得者も含む）。
2) 対象とする論文の筆頭著者であること。ただし、共著者がアルファベット順に記載されている
場合は、論文の主要執筆者であること。
２．応募方法
自薦または他薦による。
３．提出書類
1) 履歴書（博士の学位取得年月日を明示すること）
2) 発表論文リスト
3) 受賞候補論文の別刷りあるいはコピー
4) 推薦（または自薦）理由書（2000 字以内。英文も可）
４．提出方法
書類は、電子ファイル（PDF ファイルに変換したもの）を電子メールに添付して送付すること。
それができない場合は、電子ファイルを CD に入れて郵送すること。
書類受領後には、受領確認の電子メールが応募者に送られるが、もし、受領確認の電子メールが 1
週間以内に届かない場合には連絡を入れること。
５．提出先
1) 電子メールの場合
日本中間子科学会

庶務委員長

下村浩一郎 meson@yamanashi.ac.jp

2) 郵送の場合
〒 319-1106

茨城県那珂郡東海村大字白方 203 番地 1

高エネルギー加速器研究機構東海分室ミュオン科学研究施設
日本中間子科学会

庶務委員長

下村浩一郎

封筒に「若手奨励賞応募書類在中」と朱書し、簡易書留で送付すること。
６．締め切り
平成 23 年 11 月 30 日
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日本中間子科学会若手奨励賞規定
平成 22 年 3 月 21 日制定
第1条

本規定は、日本中間子科学会が若手会員に対して行う表彰に関して定めたものである。

第2条

本表彰は、中間子科学の発展に貢献しうる優秀な論文を発表した若手会員に対し「若手奨励賞」を授与し、そ
の功績を称えることを目的とする。

第3条

表彰対象は、中間子科学の発展に貢献しうる優秀な論文（1 編または複数の論文で、掲載決定済みの論文を含む）
を発表した本会会員であり、かつ本賞をまだ受賞していない者であって、以下の資格を有するものとする。
(1) 応募年度の年度末の時点で、博士の学位取得後 10 年以内の者（博士の学位未取得者も含む）。
(2)

対象とする論文の筆頭著者であること。ただし、共著者がアルファベット順に記載されている場合は、論

文の主要執筆者であること。
第4条

表彰人数は、毎年 2 名を上限とする。

第5条

受賞者には、会長名の賞状を授与し、副賞を贈呈する。

第6条

受賞者は、受賞後の総会において、受賞記念講演を行う。

第7条

選考委員会は、応募者の中から受賞候補者を選出し、審査の経緯と推薦理由を運営委員会に文書で報告する。
運営委員会は、選出された受賞候補者を審議し、受賞者を確定する。

第8条

本規定の実施に必要な事項を細則に定める。

第9条

本規定の改正は、総会の決議による。

付則

本規定は、平成 22 年 4 月 1 日より施行する。

日本中間子科学会若手奨励賞細則
平成 22 年 3 月 21 日制定
平成 23 年 8 月 26 日改正
１．公募方法
会長が、
毎年度 1 回、
締め切り日の 1 ヶ月以上前に、
会誌「めそん」および学会のホームページに公募文を掲載する。
２．応募方法
応募は、自薦および他薦による。
提出書類
1) 履歴書（博士の学位取得年月日を明示すること）
2) 発表論文リスト
3) 受賞候補論文の別刷りあるいはコピー
4) 推薦（または自薦）理由書（2000 字以内。英文も可）
提出書類は、電子ファイル（pdf ファイル）を CD で会長まで郵送するか、あるいは、電子メール添付で、会長に
送ること。
３．選考委員会
1) 選考委員会は、会長、副会長、庶務委員長を含む 10 名程度で構成する。
2) 選考委員長及び選考委員は会長が推薦し、運営委員会で決める。
3) 関係者＊は選考委員会から除外する。
4) 選考委員会が 5 名未満となった場合は、選考委員会の判断で追加できる。
5) 選考委員会は、必要な場合有識者の意見を求めることができる。
＊

関係者：受賞候補論文の共著者、学位指導教員、現職の直属の上司、その他選考委員会が認めた者。

４．その他
本細則の改正は、運営委員会の決議による。
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日本中間子科学会若手奨励賞実施スケジュール
平成 22 年 3 月 21 日制定
平成 23 年 9 月 2 日改正
1. 選考委員会の結成：運営委員会は毎年 8 月頃までに選考委員会を結成する。
2. 募集の案内：会長名で、毎年 9 月頃出版される「めそん」に公募文を掲載し、日本中間子科学会のホームページに
も公募文を掲載する。
3. 募集締切日：毎年 11 月末日とする。
4. 受賞候補者の決定：選考委員長は、
毎年 12 月〜 1 月の期間に選考委員会を開催し、受賞候補者（上限 2 名）を選出する。
5. 受賞者の決定：選考委員長は、選考委員会終了後、運営委員会で審査の経緯と推薦理由を運営委員会に文書で報告し、
運営委員会は選出された受賞候補者を審議し、毎年 2 月上旬までに受賞者を決定する。
6. 応募者への通知：選考結果を毎年 2 月中旬までに応募者または推薦者に通知する。受賞者には、最も近い総会にお
ける受賞記念講演（15 分〜 20 分）を依頼する。
7. 授賞式：会長は、賞状と副賞を準備し、最も近い総会において授与する。
8. 受賞者の紹介：9 月頃出版される「めそん」と日本中間子科学会のホームページにおいて受賞者を紹介するとともに、
受賞記念講演の内容を掲載する。

「めそん」No.34, 2011 年

秋

67

世界のミュオン施設を利用して

世界のミュオン施設
を利用して

理研 -RAL で実験した方はご存知だと思います

㈱ 豊田中央研究所
分析研究部 ナノ解析研究室

が、ISIS 内の理研側から中央の陽子ビームトンネル

粒子線利用解析チーム

を渡った向こうには、コーヒーの自動販売機だけで

杉山

純

なく、英国ミュオン施設があります。嬉しいことに、
表面ミュオンチャンネルが 3 つあります。使えるミ
ュオンビームは全て良いビームであると信じている
私は、英国施設も使えないものかと考えました。し
かし理研 -RAL があるのに、日本人ユーザーが英国

はじめに

施設を使って良いものか分かりませんでした。そこ

日本には 2 つのパルスミュオン施設、J-PARC と

で英国施設の施設長である Philip King 博士に相談

理研 -RAL があります。もっとも後者は英国に位置

したところ、英国側の通常の手続きにしたがって実

しますから、出島みたいな位置づけですが。

験提案すれば良いとのことでした。その言葉に勇気

さて、これら 2 施設を有しながら、J-PARC の前
身の高エネ研時代を含めて、表面ミュオンチャンネ

づけられて 2006 年に実験を提案し、2008 年から英
国施設も使って実験するようになりました。

ルは各施設に 1 つづつの計 2 つしかありません
（2011

同じ陽子ビームを使っているので、理研 -RAL と

年 9 月現在）。ミュオン実験を始めた頃は余り感じ

大きな相違はないのですが、実験提案等の流れにつ

なかったのですが、実験を進めるにしたがい、より

いて簡単に説明します。

多くのビームタイムを使って測定したくなりまし
た。これは私共が企業研究所にいるので、一見同じ

英国施設での μSR 実験手続き

ような試料を何回も測定する、演繹的な物性実験の

実験提案は J-PARC や PSI と同様に、ISIS のウェ

観点からは無駄とも思える「帰納的な仕事」を必要

ッブページ上で行います。科学的背景・申請理由・

とされるからかもしれません。さらに弊社内の各研

図面・参考文献・ビームタイムの見積もりについて

究計画は１年単位で管理されます。「今年の提案は

は、２段組の論文スタイルで 2 ページの pdf ファ

認められなかったので、来年に回します」と言うと、 イルにしてアップロードします。優れていると思う
研究自体が消滅するかもしれないことも、重要な理

のは、主提案者が共同提案者ごとに「ISIS のウェッ

由の一つです。

ブ上で提案書を編集できるか否か」を選択できる点
です。これはチームで提案書を作成する場合には、
大変ありがたい機能です。提案書を提出後も、締め
切りまでは何回でも編集可能です。口頭審査はあり
ません。締め切り後 2 − 3 ヶ月すると、審査結果と
審査意見がメールで送られてきます。しかし審査員
名は公表されていないようです。
実験が許可されると、装置担当者から日程調整の
連絡が有り、実験日程が決まります。この時点でウ
ェッブ上から、宿泊予約をします。それ以前に宿泊
予約しても、実験日程が確定するまで、予約は実行
されません。予約が完了すると、確認書がメール添

英国施設 MuSR キャビン前にあるコーヒー 自販機。
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されて、キャンパス内の宿舎は Ridgeway House の

了は午前 9:30 です。装置のセット替えも 9:30 から

みになりました。同様にウェッブ上で測定試料を入

行うので、少し早めに測定を終え、9:30 には試料を

力して、試料のリスク・アセスメントを予め受けま

取り出していることが望まれます。なお中性子施設

す。この結果を記した用紙を、実験中はミュオンチ

に併設されているからか、
放射線検査を受けないと、

ャンネルの入り口ドアに表示します。

実験に用いた試料を施設外に持ち出せません。逆に
毎回、ミュオンが試料を放射化しないことを確認し
てくれます。週末でも検査に来てくれますが、実験
が終了したら直ちに空港に向うようなスケジュール
の場合は、注意が必要です。
実験中はコンテナ・ハウスのキャビン内に篭りま
す。PSI の GPS・LTM・LEM や、TRIUMF の M15
のキャビンと同様で、精々 3 人しか入れない密閉
空間であり、かつ外の景色が見えないので、理研
-RAL のキャビンが恋しくなります。
測定データ型式は nexus で、解析ソフトは Wimda
が標準です。しかし Wimda 上では、複数データを
同一パラメータで解析する、いわゆる Global fit を

迎えに来てくれることもある RAL の公用車。

行えません。私共は Wimda をデータ表示用にして、
実際の解析には TRIUMF の msrfit を用いています。
もちろん nexus から mud 型式にデータ変換する必

ヒースロー空港への到着日時が確定したら、同じ

要があります。最近は PSI の musrfit も併用してい

ウェッブ上で、空港から ISIS までのタクシーも予

ます。特に最新版は、nexus ファイルも読み込める

約します。タクシー代約 200 ￡は ISIS が負担して

ので、大変便利です。

くれます。人数と荷物量によっては、RAL の公用

自動測定モードはかなり信頼できるので、

車（ミニバン）が迎えに来てくれることもあります。 夜は大体誰もいません。余談ですが、自動測定の
預けた手荷物を受け取リ到着ゲートを出ると、RAL

ソフトが最も使いやすいのは理研 -RAL だと思いま

と書いたカードを持った運転手が待っているので、 す。入力が直裁的なのと、ラン中でもシーケンスを
空港からの移動では全く気を使う必要がありませ

追加・変更できる点が、秀逸です。

ん。
一般に日本時間で午前 0 時頃にヒースローに到着
するので、リスク管理の観点からも良く配慮されて
いると思います。実験終了後も、ISIS 負担のタクシ
ーで、空港まで送ってもらえます。帰りのタクシー
予約は、電話かメールで User Office に依頼します。
なお欧州連合からの提案中で評価点の高い実験に対
しては、宿泊費等の旅費も援助されるようです。入
構バッジや線量計の受け取りは、理研 -RAL の場合
と同様です。
英国施設での μSR 実験
各実験装置の性能は ISIS のホームページで確認
できます。20mm 径程度の試料を使う私共の測定で
は、計数速度は英国側の MuSR・EMU でも、理研
-RAL の ARGUS と大差ありません。実験開始・終
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施設側の実験支援も他の施設とほぼ同様です。
ISIS ミュオン施設のスタッフの誰かが local contact
になり、実験に参加してくれます。私共の実験には、
James Lord 博士が良く参加してくれます。彼は実験
結果についても、細かいところまで議論してくれる
ので、大変助かっています。なお実験終了後 3 ヶ月
以内に、A4 で 1 枚のレポートを User Office に送り
ます。

英国施設での生活

Ridgeway House 外観。

基本的に理研 -RAL と同じです。英国人の味覚に
ついては世界中で統一見解があり、それに異論を挟
むつもりは毛頭ありません。しかし週末でも 3 食を
施設内で取れる点を、高く評価したいと思います。
Ridgeway House に宿泊できれば、施設内で生活一
般は全て事足ります。実験等で短期滞在するだけな
ら、少なくとも朝食・サラダ・サンドイッチは普通
の味なので、充分に生き延びられます。
雑文になりましたが、皆様が英国施設を使う際に
お役に立てば幸いです。
Ridgeway House の中の Desk まわり。
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がありました。また、それぞれのワーキンググルー

NuFact10
(Mumbai, India)

プにおいて、個々の実験についての報告がありまし
た。筆者は WG4 での講演を行ったので、このセッ
ションを中心に報告します。

理化学研究所
岩崎先端中間子研究室

友野

大

2010 年 10 月 20 日 か ら 25 日 に か け て XIIth

今回、場所柄か参加人数は例年に比べやや少なく

International Workshop on Neutrino Factories, Super

なっており、WG4 は WG3 との joint session 込みで

beams and Beta beams (NUFACT10) が開催されまし

全 10 講 演 で し た。MEG (PSI)、COMET (J-PRAC)、

た。この国際ワークショップではニュートリノ物理

PRISM (J-PRAC) のミュオン稀崩壊、ミュオン電子

やそれに関連した加速器物理、またミュオンニュー

変換観測実験に関する講演が 3 件、ミュオン原子

トリノ産み親（？）であるミュオン物理について議

での charged lepton flavor violation に関する講演が 1

論されます。このワークショップは毎年持ち回りで

件 あ り ま し た。 さ ら に、MUSE (J-PARC)、MUSIC

ヨーロッパ、北米、アジアの順で開催されます。今

(RCNP) の施設に関する講演が 3 件、超低速ミュオ

年はアジア年ということで、インド、ムンバイにあ

ンビームライン（J-PARC）建設に関する講演が 1

る Tata Institute of Fundamental Research で開催さ

件、neutrino factory における pion 物理の可能性につ

れました。この時期のムンバイは乾期にあたり、一

いての講演が 1 件、g-2（ミュオン異常磁気能率の

年の中で本も過ごしやすいと聞いて現地入りしまし

精密測定）に向けたミュオニウム生成とビームの

たが、気候は日本の真夏と同じで、とてもエアコン

development に関する講演が 2 件、J-PARC における

無しで過ごすには厳しい蒸し暑さが続きました。と

軽ミュオン原子の超微細構造精密測定に関する講演

はいえ会場はもちろんエアコンが効いて快適でした。 が 1 件行われました。
物性物理と異なり素粒子実験を中心としたワー
ワークショップは４つのワーキンググループ
（WG）に分かれています。

クショップなので、実験の行われる速度が異なり流
行りのテーマがすぐに変わることはないですが、何

WG1: Neutrino Oscillation Physics

年にもわたり積み重ねられた計画、実験の進捗や成

WG2: Neutrino Scattering Physics

果について、じっくり話し合える重要な機会となっ

WG3: Accelerator Physics, Neutrino Facilities

ています。J-PARC MUSE の大強度ミュオンビーム

WG4: Muon Physics

を用いた精密測定の計画や、RCNP Music の建設な

いくつかの Plenary talk の後、それぞれのセッシ
ョンに分かれて講演が行われました。Plenary talk

ど、いくつもの新しいプロジェクトが提案されてお
り、これからの展開が大いに楽しみです。

では、ニュートリノ質量や質量混合角、反応断面積

最 後 に、 エ ク ス カ ー ジ ョ ン で 訪 れ た Elephant

に関する理論、実験の報告、ニュートリノビームに

Caves の写真を載せます。この洞窟はムンバイ市街

関する加速器関連の計画や R&D に関する報告など

から沖へ 10 キロほどいった島にあります。世界遺
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産に登録されており、無数の洞窟中に 7、8 世紀に
建造された寺院、ヨーロッパの影響を受けたといわ
れている仏像が残っています。
次回、第 13 回にあたる Nufact11 は 8 月 11 日か
ら 15 日まで CERN で行われる予定になっています。
Nufact10 のホームページ：
http://www.tifr.res.in/~nufact10
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The objectives of ISFMS 2011 are follows: first,

ISFMS2011
(Bali, Indonesia)

gathering researchers from Indonesia and Japan/Europe
to make a research cluster focusing on the theme that
matched in both Indonesia and Japan/Europe sides.
Second, elaborating the seed and feed for developing
mutual collaboration in functional material sciences
from both Indonesia and Japan/Europe sides. Third,
facilitating the exchange program of researchers and
graduate students including joint supervision from more
universities in Indonesia.
The opening greeting of ISFMS 2011 has been
delivered by Prof. Dr. Ir. Achmad Jazidie, M.Eng

Department of Physics, Padjadjaran
University, Indonesia

(Director of International Collaboration, Directorate
General of Higher Education, Indonesia).

Risdiana
Lusi Safliani
The International Symposium on Functional
Materials Science 2011 (ISFMS2011) is for promoting
collaborative research program on physical and chemical
studies of functional materials under the collaboration
between Indonesian researchers of 14 universities in
Indonesia and some researchers from 10 institutions/

The signing ceremony of renewal MoU between 3 Indonesia
universities (ITB, ITS, UNPAD) and RIKEN Nishina center.

universities in Asia and Europe. This international
symposium held on April 27-28, 2011 at Nusa Dua

The first program on April 27, 2011 was the

Beach Hotel, Bali, Indonesia. The organizing committee

signing ceremony of renewal MoU between 3 Indonesia

members are coming from Physics Department of ITS,

universities (ITB, ITS, UNPAD) and RIKEN Nishina

UNPAD, ITB and Udayana University, RIKEN, Osaka

center. The ceremony was including some greetings from

University and Tohoku University.

RIKEN Nishina center and from Rectors of ITB, ITS

This activity is based on the Memorandum of

and UNPAD. The reports of collaboration in between

Understanding (MoU) between 3 Indonesian universities

2008 – 2011 were also delivered by Dr. I. Watanabe and

: Bandung Institute of Technology (ITB), Padjadjaran

Prof. M. O. Tjia.

University (UNPAD), Sepuluh Nopember Institute of

37 researchers presented their research in oral

Technology (ITS) and RIKEN-Nishina Center that has

presentation and 14 researchers and students presented

been signed up in Bandung Indonesia on June 18, 2008.

their project in poster session in between April 27 and
April 28, 2011. The research scopes both for oral and
poster session are muon science, magnetic materials,
semiconductor, organic materials, superconductor,
polymer, solar cell, permanent magnets, photocatalysis,
and other functional materials. The total numbers of
participants are 86 researchers and students. They
are coming from Japan (14), UK (1), Malaysia (1) ,
Singapore (2), Indonesia (68).

「めそん」No.34, 2011 年

秋

73

国際会議に参加して

All participants in the International Symposium
on Functional Materials Science 2011 (upper), invited
speaker and organizing committee (lower).
All participants in the International Symposium on
Functional Materials Science 2011 (upper), invited
speaker and organizing committee (lower).
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gold-gold bonding formed by water bridges, hydrogen

μSR 2011
(Cancun, Mexico)

storage in complex hydrides, frustrated magnetic
materials, reaction of muonic helium with ammonia, etc
etc. A few groups also are promoted their new software to
help the μSR user to more easily understand about their
phenomena, including simulation for μSR instrument,

RIKEN, IPA

Budi Adiperdana

data analysis and muon sites detections.
What makes me really surprised is when I saw the
poster session that not only based on latest materials,
but a lot of them still studying the old unsolved mystery
of La2CuO4 (LCO) theoretically and realize that LCO
is still hot topic to understand, even some of them are
manipulating the structure to be sandwich like to find
another possibility using LCO.
The conference ended by Yamazaki Prize lecture
Jess Brewer, a person who already promoted μSR
obsessively for 40 years. He is such a nice person who
has very open minded who gave a big question for all of

Hello, my name is Budi Adiperdana from Indonesia.

us, “Is everything we know is wrong?”. I really like this

I’m one of the International Program Associates (IPA)

question, that even we are already approach so many

from RIKEN that study about possible muon sites on

things from experiment and theoretical, we still unsure

crystals.

about everything until we can see it the directly.
th

th

th

On the last talk Stephen Blundell gave the summary

International Conference on Muon Spin Rotation

about all talk in this conference and also he became the

Relaxation and Resonance that was held in Cancun,

next president of the μSR conference 2014 that will be

Mexico. It took place at the Fiesta American Condensa

held in Grindelwald, Switzerland.

On May 16 – 20 , 2011 I’m attending the 12

Hotel. Nearly 100 international scientists took part in this
μSR2011 Conference and more and more chemist are
now encourage to used μSR as their tools. It’s been such
a great experience to be there, because it is my first time
to attend an international conference.
On the beginning of the talk Jess Brewer give
some short introduction for the new comers the story
behind from fantasy to physics of the muon. The
conference was divided into seven applications interest
that is ion conductivity, magnetism, semiconductors,
superconductivity, chemistry, muon-induced effect
and instruments and techniques. From all of the seven

Jess Brewer gave his talk on Yamazaki Prize.

interest high T c superconductivity is still star among
all and the fields including the old copper oxide
based superconductor and the hottest one iron-based
superconductor is still there. Among the superconductor
there are also some interesting theme that makes people

A link to the conference can be found at
http://musr2011.triumf.ca/index.html.
The proceedings are in progress.

really enthusiastic to respond about their talk that is the
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Cancun sunrise view.

View before the opening talk begin.

The Americana Condensa Hotel, Cancun.
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の実験結果、さらに、鉄系超伝導体は種類が豊富な

LT26

ため，統一された理解が出来ていないと感じた。鉄

( 北京，中国 )

いて共通なのか、異なっているのかも分からないた

系超伝導体のペアリングの起源が、すべての系にお
め、決着がつくのは、まだまだ先になりそうである。
（※筆者は，少数派の軌道ゆらぎ派です。多数派の

東北大学大学院工学研究科
応用物理学専攻

川股

隆行

スピンゆらぎ派からみるともう決着していると言う
かもしれません。）
KFe2Se2 の発表では、観測されていた怪しい物性
に対する理解がかなり深まってきたことも感じた。
この物質は、超伝導と反強磁性の共存がみられたこ
とが興味深い点であった。早期から Fe サイトの欠
損が秩序化することが知られていたが、どうやら、
欠損が秩序化している領域としていない領域が試料
内にあることが TEM 写真によって分かったと発表
されていた。低速 μSR でこういった試料内の領域
を個別に観測できれば、おもしろい結果が得られる

2011 年 8 月 10 日から 17 日まで，中国の北京にお

だろう。

th
いて、26 International Conference on Low Temperature

磁性に関しては，低次元スピン系に関する発表よ

Physics（LT26）が開催された。本会議は，物性物

りも、マルチフェロも含めて、フラストレート系の

理に関する最も大きな国際会議のひとつであり、発

物質に関する発表が多かった印象を受けた。特に、

表件数も 1000 件を越える。発表される分野も幅広

カゴメ格子の物質、軌道秩序と磁性が絡んだ無機物

く、超伝導，超流動，磁性，強相関電子系，低温技

質などの発表があった。それに加えて、MnSi にお

術など、低温に関することすべてがテーマとなって

いて中性子散乱によって skymion 格子を観測した発

いる。今年は、Kamerlingh Onnes が超伝導を発見し

表が興味を引いた。skymion は一昨年あたりからよ

てからちょうど 100 年目に当たる記念すべき年であ

くきく言葉であったが、なんのことだか分からずに

ったため、Onnes が超伝導の発見した当時に関する

いたがやっと理解できた気がした。

講演や、銅酸化物超伝導の発見に関する Bednorz の

トポロジカル絶縁体に関する発表が非常におもし

講演など、超伝導に纏わる普段は聞けそうにない講

ろかった。“ トポロジカル ” は筆者にとってわから

演がイブニング・セッションとして組まれており、 ない言葉筆頭であったため、勉強を兼ねてそのセッ
楽しむことができた。また、中国では鉄系超伝導体

ションに参加した。そんな気持ちで参加したが、ト

の研究が盛んなこともあり、鉄系超伝導に関するセ

ポロジカル絶縁体のセッションは立見がでるほど満

ッションは毎日あり、ポスターも非常に多くの発表

員御礼であり、注目度の高さに驚いた。知り合いを

があった。それ以外に、様々な興味深い報告が数多

捕まえて、トポロジカル絶縁体に関していろいろと

くあり、それに関して大まかに報告したい。

教えてもらい。表面は、電気が流れる絶縁体である

本会議における鉄系超伝導体の議論の中心は、超

ことは分かり、ディラックコーンやらマヨラナ粒子

伝導ギャップの対称性と KFe2Se2 であると感じた。 やら様々なおもしろい現象が存在していたり、存在
フェルミ面における超伝導ギャップの対称性は、ク

を期待されていたりしているそうだ。

ーパー対を形成するために引力の起源に関係するた

最近、新しいカタカナ言葉がたくさんでてきてい

め、その対称性を明らかにすることは、超伝導の起

るのは知っていた。しかし、それは今までの現象に

源を知る上で重要である。そして、それは μSR を

対して言葉を換えただけのことであるとしか思って

含めて ARPES，STM，NMR，磁場侵入長，不純物

いなかった。しかし、そんなのではなく、非常にお

置換効果など様々な実験結果から議論でき、理論， もしろい現象であることが、本会議に参加すること
実験を含めて非常にたくさんの発表があった。種々
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会議だけに、知識の幅を広げるには、非常に有用な

たらしく北京の大気汚染はそれほどもないようだ。

会議である。

ただ、空き時間を利用して、会場隣りの “ 鳥の巣 ”

最後に、会議の初日に北京に到着し、2 日目から

を見学したときは、のどが痛くなった（ような気が

の参加となったが、開催中は青空が全く見えず、上

した）。中華料理はどこも美味であり、会議期間中

空は常に霞がかかっていた。北京の大気汚染はここ

は昼も夜も有意義であった．お腹の調子は悪くなっ

まできているのかと思っていが、最終日 1 日前に晴

たが。

れ渡る青空が見えた。どうやら、そういう天気だっ

78

会場の入り口

万里の長城

会場の隣にある鳥の巣

天安門からみた天安門広場
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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
1.

高エネ機構／物構研の動静

・ 概要

良典

これらに先立って平成 23 年 2 月 18 日 -19 日とミュ
オン科学諮問委員会（MuSAC）が開催され、研究

前回この報告を書いたのが 1 月末であったが、そ

系および大学共同利用施設としての国際評価を受け

の後 3 月 11 日に東北から関東を襲った大地震は、 ている。その他、ミュオン科学研究系に関すること
つくばや東海地区の研究施設にも大きな被害を与え

を中心に、以下に主な内容を時系列順に列記する。

ただけでなく、福島第一原発の重大事故とそれに伴
う広域な放射能汚染、さらには原発停止による電力

・ ミュオン科学諮問委員会（MuSAC）

不足という事態を引き起こし、半年近く経った今も

前回の報告にもあるように、物質構造科学研究所

直接・間接に甚大な影響を及ぼしている。特に原

では各施設・研究系の研究成果等について外部評価

発事故は、
「電力を大量に消費」し、また「放射線

を行ない、あるいは組織、運営のあり方等について

を扱う」研究機関としての KEK を取り巻く社会的

外部から答申を行なう会議体としては「科学諮問委

環境をも一変させた観があるが、現時点でそれが

員会」（SAC）を設けており、既に放射光研究施設

KEK にどのような影響をもたらすことになるのか （PF）では国際委員会（ISAC）として活動している。
一方、中性子・ミュオンでは主に J-PARC 施設建設

は明らかでない。
大震災発生後、KEK は直ちに震災対策本部を立

および運転保守について諮問・答申を行なう国際委

ち上げて施設被害状況の把握にあたるとともに、自

員会（MUSE では MuSAC）が存在しているが、当

主的に大幅な電力使用制限を課して節電に協力し

該委員会は J-PARC センターに属している。そこで、

た。一方で、節電に加えて受電設備、給排水施設の

J-PARC 建設第一期の終了に伴って大学共同利用が

被害による照明、空調、クレーン等の使用制限が研

開始された現状に鑑み、物構研として放射光と同様

究施設の被害状況の把握を予想以上に困難なものに

の科学諮問委員会を中性子・ミュオンについても設

し、特に東海地区では目視による点検でほぼ全容が

けることが平成 23 年 1 月 11 日の物構研運営会議に

明らかになるまでに震災発生から二ヶ月近くを要し

提案され、了承された。これにより、物構研ミュオ

た。被害が比較的軽かったつくば地区では 4 月末以

ン科学諮問委員会（MuSAC）が正式に発足するこ

降復旧作業が本格化し、6 月までに加速器全体の試
験調整が終わっているが、東海地区ではようやく 5
月になって復旧に向けての工程が組まれ、6 月ごろ
から本格化した工事・作業も年内一杯かかることが
想定されている。なお、震災復旧のための費用は平
成 23 年度の補正予算として要求しているところで
あるが、現時点では認められておらず、経常経費を
工面しながらの対応が続いている。
以下、震災対応の詳細は後段にゆずり、その他の
動きを簡潔に概観しておくと、物構研運営会議が平
成 23 年 4 月 25 日、7 月 15 日と開催された。また、
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ととなった。（なお、MUSE の運転保守に関わる部

[ 機構外委員（順不同、敬称略）]

分については、JAEA の協力を得て J-PARC センタ

網塚

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

教授（再任）
小形

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

神戸

研究主幹（再任）
小池

れた。なお、委員の構成はこれに先駆けて昨年に
篠原

J.E. Sonier（Simon Fraser 大）、鳥養映子（山梨大）

永目諭一郎：日本原子力研究開発機構先端基礎研究
センター

からのヒアリングが行なわれるとともに、そこで明

副センター長（再任）
青木

議論された。特に、施設およびコミュニティーが第
石田

副主任研究員（新任：学会推薦）
石田

務を両立させるための人的資源の不足が深刻である

憲二： 京都大学大学院理学系研究科
教授（新任）

久保

いて具体的な取り組みを行なうよう、物構研執行部
に対する強い recommendation が示された。

勝彦： 理化学研究所和光研究所仁科加速器研
究センター

い支持が示された一方で、これと既存施設の維持管

ことが益々はっきりしてきたことから、この点につ

正治： 大阪大学大学院理学研究科
准教授（新任：学会推薦）

ン整備とそれを用いた実験計画については改めて高
理、および大学共同利用プログラムの実施という責

真司：東京大学大学院理学系研究科
教授（再任）

J-PARC センター長からの諮問事項について施設側

一優先で取り組んでいる超低速ミュオンビームライ

厚 ：大阪大学大学院理学研究科
教授（再任）

大 ）、J.-M. Poutissou（TRIUMF）、 篠 原 厚（ 阪 大 ）、 常行

らかになってきた諸問題についての解決策が活発に

洋二：東北大学大学院工学研究科
教授（再任）

員長）、網塚浩（北大）、R. Cywinski（Huddersfield

の 各 氏 の 出 席 の 下、 下 村 物 構 研 所 長 お よ び 永 宮

振作：日本原子力研究開発機構先端基礎研究
センター

上記を受けて、新しい形での MuSAC が平成 22

一 新 さ れ て お り、 今 回 は E. Morenzoni（PSI、 委

正男：東京大学大学院理学系研究科
教授（再任）

MuSAC を使用することとした。）
年度 2 月 18 日〜 19 日に東海キャンパスで開催さ

浩 ：北海道大学大学院理学研究院

謙哉： 国際基督教大学
教授（新任：学会推薦）

小堀

洋 ： 千葉大学大学院理学系研究科
教授（新任）

・ ミュオン共同利用実験課題審査委員会

野末

（物構研ミュオン PAC) 委員改選：
前任委員の任期満了に伴い、表記委員会委員の改

教授（新任）
髭本

選が行われた。今回より、選考に際しては各実験施

亘 ： 日本原子力研究開発機構先端基礎研究
センター

設関連のコミュニティーから候補者の推薦を受ける
こととし、本学会から 6 名の推薦を頂いた。これを

泰夫： 大阪大学大学院理学研究科

研究主幹（新任）
松田

ふまえ、物構研責任者会議では、1) MLF ミュオン

恭幸： 東京大学大学院総合文化研究
准教授（新任：学会推薦）

実験課題審査部会との委員の共通化を図る、2) 若
手の起用を積極的に行う、3) 委員の専門分野が偏
らないようにする、等の条件を考慮しながら候補者

[ 機構内委員（順不同、敬称略）]

案を用意し、4 月 25 日の物構研運営会議にて提案、 池田
原案の通り了承された。以下に新委員の名簿を掲

副所長（再任）

げるが、この中で青木正治、石田勝彦、久保謙哉、 瀬戸
松田恭幸の各氏が学会推薦を受けた委員である。な
お、任期は平成 23 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月
31 日までの二年間である。
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進 ： 物質構造科学研究所
秀紀： 物質構造科学研究所中性子科学研究系
研究主幹（再任）

門野

良典： 物質構造科学研究所ミュオン科学研究系
研究主幹（再任）
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伊藤

健二： 物質構造科学研究所放射光科学第一研究系
研究主幹（再任）

ついての発表が行われた。これらの研究は、物質科

小関

忠＊ ： 加速器研究施設加速器第二研究系

学を中心とした基礎研究から、考古学や人文学など

研究主幹（新任）

の応用研究、リチウムイオンバッテリー・高透磁率

三宅

康博： 物質構造科学研究所ミュオン科学研究系
教授（再任）

小嶋

健児： 物質構造科学研究所ミュオン科学研究系
准教授（新任）

中尾

裕則： 物質構造科学研究所放射光科学第一研究系
准教授（新任）

＊ J-PARC センター加速器ディビジョンからの委員

中における原子の状態との相関についての研究等に

磁性体などの産業利用のための材料評価まで、と幅
広い分野にまたがるもので、ミュオン利用の広がり
を印象づけるものであった。
なお、共同利用者からは、世界最高ビーム強度を
最大限利用するために試料環境（温度・磁場）の整
備に関する要望、あるいは物質表面近傍の磁性・超
伝導を測定するために超低速ミュオンを待ち望む声
などが寄せられ、活発な議論が行われた。

・ 第 2 回 J-PARC MUSE 成果報告会
J-PARC MUSE で 2010 年度に実施された共同利用
者による研究成果を報告し合う表記会議が 7 月 8 日
（金）に東海キャンパスで開催された ( 図 2)。

・ 科研費新学術領域研究「超低速ミュオン顕微鏡」
の採択
超低速ミュオンビームの実現とそれを用いた研究

冒頭の施設報告では、3 月に発生した東日本大震

を目指し、KEK/J-PARC とコミュニティーが一丸と

災による被害や今後の復旧計画について報告が行

なって応募中であった科研費補助金・新学術領域研

われ、現在共同利用されている汎用ビームライン

究「超低速ミュオン顕微鏡が拓く物質・生命・素粒

(D-line) の利便性向上に向けた計画や、超低速ビー

子科学のフロンティア」（領域代表：鳥養映子）に

ムライン (U-line) の建設状況なども紹介された。

ついては、震災の影響で審査が大幅に遅れていた

その後行われた 15 件の発表では、正ミュオンに

が、去る 7 月 4 日にヒアリングが行われた結果、平

よる磁性体や超伝導に関する研究を中心に、放射線

成 23 年度発足の研究領域として採択された。これ

化学の研究、さらには負ミュオンによる物質を非破

により、ミュオン共同利用 S 型課題の一つである「超

壊で深さ方向に多元素分析できる特性を利用した考

低速ミュオン顕微鏡が拓く物質・生命・素粒子科学

古学資料の分析結果や、ミュオン特性 X 線と物質

のフロンティア」について、二次採択へ向けての条
件の一つがととのうこととなり、施設側としても平
成 25 年度からの超低速ミュオンビームを用いた本
格的な実験研究開始に支障がないよう、鋭意 U ラ
インの整備を進める予定である。
・「機構の研究推進について」の意見交換会
KEK では、研究推進担当理事（高崎史彦）の下
に研究推進会議という委員会（その構成員に研究主
幹を含む）を設け、機構全体の中長期的な研究計画
（「ロードマップ」
）の策定とその見直しを行ってい
る。KEK はこれまで「B- ファクトリー」の後継計
画である SuperKEK-B 計画を最優先に取り組んでき
たが、これが昨年度一部予算化を認められて実質的
なスタートを切った。一方、日本学術会議では全国
の研究者組織・団体に呼びかけて各種大型研究計画
の情報共有とその実現へ向けての取り組みを行って

図 2：第 2 回 MUSE 成果報告会の様子。
会場風景（写真上）、および終了後の集合写真（下）
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本学術会議経由でなく）直接関連コミュニティーか

10) ミュオン実験施設の整備計画

らの意見を聞きながら随時ロードマップを改訂しよ

（三宅康博（(KEK)）20 分

うとしている。そのようなコミュニティーとの対話

11) 議論とまとめ
（門野良典・齊藤直人 (KEK)）20 分

の機会として、昨年までは「機構シンポジウム」を行
って来たが、今年度からはより具体的な計画につい

なお、この意見交換会を踏まえ、今後は集約した意

ての意見交換を目指して表記のような会合が持たれ

見・要望を文章化するとともに、これを基に計画実

ることになった。そこで ERL 計画について行われた

現へ向けて機構を通じての文部科学省への働きかけ

初回（7 月 20 日）に続き、第 2 回として「J-PARC に

を行うことになる。

おけるミュオン科学の推進に向けて」というテーマで
の意見交換会が平成 23 年 8 月 8 日につくばキャンパ
スで行われた。
（下記に当日のプログラムを掲げる）
この意見交換会が企画された段階では、ミュオン

2.

ミュオン科学研究系の動静
J-PARC MLF の体制、MUSE での大学共同利用の

状況、および関連事項についての報告を行う。施設

科学コミュニティーの最優先課題である「超低速ミ

の運転状況等の詳細は三宅氏の報告を参照されたい。

ュオンビームライン」整備で期待されている科研費

2-1)

（新学術領域研究）の採否について、震災による手

大学共同利用

・MUSE 稼働状況（震災と今後の対応）：

続きの遅れもあって決定が遅れていたが、幸い 7 月

平成 22 年末の運転停止後、平成 23 年 1 月 21 日

末にこれが採択と決まったことから、意見交換会の

から Run#37（2010B 期）を再開し、ミュオン科学

主要なテーマは残る低速ミュオンビームライン（S

実験施設 (MUSE) でも陽子ビーム出力 220 kW で順

ライン）、および高速ミュオンビームライン（H ラ

調に稼働していたが、3 月 11 日に発生した東日本

イン）の整備をどのように進めて行くか、またそこ

大震災により MUSE も J-PARC の他施設と同時に停

で展開される研究がどのようなものであるべきかに

止した。この間実施予定であった 10 件の実験課題

ついて、活発な意見交換が行われた。

のうち、プロジェクト利用の一部を含む 5 件の実験
が実施不能となった。これら未実施の 2010B 期課

プログラム

題については、MLF の原則に基づき有効期限の延

13:00 〜 15:10

長を行わないこととした。

1) 機構長挨拶（鈴木厚人 (KEK)）10 分
2) 大強度ミュオンによる物質科学の新展開
（門野良典 (KEK)）20 分
3) 超低速ミュオンを用いた物質科学・生命科学
（鳥養映子 ( 山梨大学 )）20 分
4) ミュオニウムの超微細構造と関連する物理
（下村浩一郎 (KEK)）15 分
5) ミュオン電子転換事象探索実験：DeeMe
（青木正治 ( 大阪大学 )）15 分
6) ミュオン電子転換事象探索実験：COMET
（久野良孝 ( 大阪大学 )）15 分
7) ハドロンホールの整備と COMET
（田中万博 (KEK)）10 分

その後の被災状況の詳細な調査、および復旧工程
についての検討を行った結果、J-PARC としては来年
2 月からの一般課題への共用再開を目指すことにな
った。これにより、2011A 期の採択課題（表 1）は
予定された期間内での実施が不可能になるととも
に、2011 年度後期についても大幅なビームタイムの
不足が予想される事態となっている。そこで、KEK
と J−PARC センターでは、理研仁科加速器研究セン
ターと物質構造科学研究所、および J-PARC センタ
ーの間で昨年締結された「
『大強度陽子加速器施設』
におけるミュオン科学に関する連携協力協定」に基
づき、2011A 期課題、および 2011B 期に公募・採択
されるミュオン利用実験の中で、実験課題責任者が

15:10 〜 15:25（15 分）休憩

2011 年度内に実施を希望する課題について、仁科加

15:25 〜 16:55

速器研究センター RAL 支所での実施について協力し

8) ミュオン g-2/EDM 測定実験と更なる展開
（齊藤直人 (KEK)）15 分
9) ミュオン触媒核融合の新展開
（松崎禎市郎／石田勝彦 ( 理研 )）15 分
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10 月以降、順次 KEK の旅費支援を受けた理研 RAL
施設での共同利用実験が開始される予定である。
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また、この震災を受けて、TRIUMF、PSI の両機
関からは日本在住の研究者から応募される実験課題

について課題審査の段階で特段の配慮を払う旨の意
向が表明されていることを申し添えておく。

表 1：2011A 期ミュオン共同利用実験採択課題

2-2)

Principal
linvestigator

Title of experiment

No.

施設整備関係

Affilication

Beamline

ルに移送して陽子ビーム照射による材料特性の変化

・ 震災被害の状況と復旧工程 :
MUSE 施設の被害としては、MLF 建屋内および

を定量的に評価するための計測作業を実施する予定
である。

附属建屋でシールドブロックに関係した破損や配管

地震当時運転中であったヘリウム冷凍機等の大型

類の引き込み口での大きな変形・破損等があるもの

設備についても内部を開放後目視検査が行なわれた

の、幸いなことに当初心配されていた陽子ビームラ

が、今のところ故障は見つかっていない。また、ミ

イン機器、およびミュオン生成標的については健全

ュオンビームライン（D1/2）についても、少なくと

性がほぼ確認されている。特に、最近行われた生成

も水平方向についてはアライメントがほぼ従前の状

標的（＋プロファイルモニタ）
、およびスクレーパー

態に保たれている等、実験設備・装置に目立った損

等周辺部の点検では、10 m 上流側の真空ポンプ引

傷や歪みはないことが明らかになっている。

き口よりビームライン内（空間線量率〜 100μSv/h）

一方、MLF 建屋とその周辺の間で起きた地盤の

にデジタルカメラを挿入し、遠隔操作で撮影した画

ずれに伴う建屋側およびユーティリティー関連の損

像からこれらの機器のおおよその相対的位置および

傷については、それらの補修工事について業者を交

状態の確認を行った。その結果、生成標的、プロフ

えた検討が進められ、J-PARC 全体での調整の結果、

ァイルモニタともに損傷や位置のずれはなく、周辺

MLF としては平成 23 年 12 月末のビーム受け入れを目

機器についても特に異常は認められないことが明ら

指すこととなった。その後、前述のように平成 23 年

かになった（図 3）。これを承けて、8 月にはミュオ

度の終わりまでに 2 サイクルのビームタイムを確保し

ン生成標的をビームラインから取り出し、ホットセ

て一般課題への共用再開を目指すことになっている。
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・ 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、平成 22 年度

先頭 MIC 電磁石と偏向電磁石について製作を開始
することとし、入改札の結果 NEC トーキンが落札

〜 23 年度の複数年度契約で製造が行われている「超

した。現在業者との詳細な打ち合せを行っており、

伝導湾曲ソレノイド電磁石」（東芝）は、震災の影

今年度末に完成、来年度夏期シャットダウン期間で

響で納期が当初の予定より 2 ヶ月程遅れることにな

の設置を目指している。

ったものの、平成 23 年 10 月上旬の納入予定で製作
が進んでおり、図 4 に示したように 7 月末の段階で

・ D ライン整備

主要な部分の製作、および超伝導コイルの組み立て

昨年来の懸案である D1/D2 ビームキッカーにつ

がほぼ完了している。このまま順調に進めば、8 月

いては、装置全体の製作がほぼ完了し、現在 MLF

には全体の組み立てを終えて冷凍機に接続し、工場

第 2 実験室で実負荷試験が行われている。試験が順

内での冷却試験、励磁試験が行われる予定である。

調に推移した場合、実機の導入は平成 23 年 8 月〜
9 月になる予定である。

図 3：ビームライン上流から見た定位置での生成標的。損傷
や位置のずれは認められない。

一方、上記ソレノイドの後段に設置される「超伝
導集束ソレノイド磁石系」については、KEK 超伝
導工学研究センターの応援の下、製作へ向けて東芝
との打ち合せが最終段階に入っている。また、集束
ソレノイドに組込んで用いられる静電分離器（±

図 4：超伝導コイル直線部（写真上、奥に直線部の外套部が
見える）、同湾曲部（左下）、および湾曲部外套の部品
群（右下）。

400 kV）についても、ニチコンとの詳細な打ち合せ
が進行している。
以上は大強度表面ミュオンを取り出すところまで

なお、U ライン全体の検討が進行するにつれて、

のビームラインであるが、平成 23 年度発足の科研費

U ライン延長部と D1 エリアとの干渉が明らかにな

新学術領域研究「超低速ミュオン顕微鏡」の採択に

り、D1 エリア全体をより小さくする必要が出て来

伴い、熱ミュオニウム発生部から後段の部分について

た。このため、原研グループにより D1 に導入され

も急ピッチで検討が行われており、U ライン全体と実

ていたビームスライサーが S ライン（第１実験室）

験エリア、レーザーハット等の配置が決まりつつある。 での利用を念頭に撤去されるとともに、μSR 分光
器（DΩ1）を上流側に移動する作業が行われている。
・ S/H ライン M2 トンネル内整備

さらに、キッカー稼働後に D1、D2 エリアで同時に

放射化の進行に伴い、作業環境の悪化が懸念され

μSR 実験が行えるよう、D2 エリアに新たな μSR 分

ている S および H ラインの M2 トンネル内機器の

光器を導入する計画もスタートしたことを付記して

うち、S ラインの四重極電磁石、および H ラインの

おく。
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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

性 2 課題、ポート 4 の ”Chronus” スペクトロメータ

（１）国際評価委員会
理研 -RAL 支所ミュオン施設の国際評価委員会

commissioning1 課題を実施した。

(RIKEN-RAL IAC) を 2 月 24-25 日 に 理 研（ 和 光
市）で開催し、国内外の 6 名の委員で 2008 年度か （５）次回の実験課題採択委員会
ら 2010 年度の研究成果レビューを行った。その後、

次回の第 9 回実験課題採択委員会は 2012 年 4 月

仁科加速器研究センター Advisory Committee が 5 月

に開催し、課題募集は 2012 年 3 月から開始する予

26-28 日に理研（和光市）で開催され、RIKEN-RAL

定である。委員会開催日や課題募集の詳細は、後日

IAC の評価結果が報告された。

通知する。

（２）第８回実験課題採択委員会（ML-PAC）
第 8 回の仁科加速器研究センター物質・生命科

（６）インドネシア３大学との研究協定延長
仁科加速器研究センターとインドネシア 3 大学

学実験課題採択委員会 (ML-PAC) が 2011 年 9 月 5-6 （バンドゥン工科大学、パジャジャラン大学、スラ
日に開催され、ミュオン物性 17 課題が審査される

バヤ工科大学）は、2008 年 6 月に物質科学研究協定（3

予定である。

年）を締結した。この協定をさらに延長する協定調
印式を 4 月 27 日にインドネシアで行い、以下の国

（３）J-PARC Muon PAC 採択課題の実施
東日本大震災のため実施することができなくなっ

際シンポジウムを開催した。
International Symposium on Functional Material

た 2011 年度前期 J-PARC Muon PAC 採択課題を、

Science： “Developments of Research Activities on

理研 -RAL ミュオン施設で可能な範囲で実施予定で

Material Sciences using Accelerators”

ある。

(ISMFS2011)

（４）2011 年度 前期ビームタイム実施記録

（７）2011 年度の ISIS ビームタイム予定

・ 2010/3 サイクル（2011 年 3 月 1 日 - 4 月 15 日）：

2011/3：2011 年 10 月 4 日 – 11 月 3 日（30 日）

理研側ミュオン物性 7 課題、イギリス側ミュオン物

2011/4：2011 年 11 月 22 日 – 12 月 22 日（30 日）

性 2 課題、超低速ミュオンビーム発生実験 1 課題

2011/5：2012 年 2 月 21 日 – 3 月 29 日（37 日）

を実施した。
・ 2011/1 サイクル（2011 年 5 月 10 日 - 6 月 12 日）
：

以上

理研側ミュオン物性 6 課題、イギリス側ミュオン物
性 1 課題、ミュオン原子 X 線測定実験 1 課題、ポー
ト 4 の ”Chronus” スペクトロメータ commissioning1
課題を実施した。
・ 2011/2 サイクル（2011 年 7 月 5 日 - 8 月 4 日）：
理研側ミュオン物性 8 課題、イギリス側ミュオン物
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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

2011 年 3 月の大震災により、原子力機構も大き
な被害を受けた。現在（2011 年 8 月）においても様々
な施設が稼働停止の状態にあり、この復旧に全力が
注がれている。それと共に福島第一原子力発電所の
事故に関連した支援事業が進んでいる。既に事故直
後から原子力機構として線量計測、電話相談、土壌
などの採取、一時帰宅支援、試験的な除染など様々
な支援を進めており、我々も電話相談や福島県内外
での線量計測、土壌採取などの協力を行っている。
今後も原子力機構として福島支援事業には力を入れ
ることになる。
我々は主として J-PARC においてミュオンを用い
た研究を進めているが、J-PARC は稼働停止中であ
るために今期の実験は海外でのみ行っている。以下
のような活動を行っている。
1.

PSI を用いて f 電子化合物研究を行った。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のための Ge 計測
器の較正などを進めた。
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。今期までに分光器用電磁石の
デザインと製作を行った（写真）。今後陽電子測定
用カウンターのデザインと製作を進め、μSR 分光
器として構築していく予定である。
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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、120 kW 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
3 月 11 日の地震で大きく被災し、
22 年 11 月末より 200 kW を越え、
日々、
最高強度を更新していた。しかしながら、
現在、復旧に向けて、日夜、努力している最中である。2011 年 12 月に、加速器の調整運転を開始し、2012 年 1
月後半から 2 月にかけて、ユーザー実験を再受け入れする方向での大工程を組み、作業を進めている。D ライン
では、キッカー・セプタム電磁石系による、D1, D2 エリアへのシングルパルスの同時取りだしへの準備作業が行
われている。一方、U ラインの建設も大きく進展している。機構長留保金をいただき、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。さらには、鳥養領域代表の元、新学術領域研究の科研費が採択され、超低速ミュオン顕微鏡実験装置の整
備が始まらんとしている。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、製作も着実に
進み、標的近傍の電磁石系の国際調達が終わり、製作に取りかかっている。

1.

μSR 用フライパスシステムの開発

現在、藤森等が中心になって、D1, D2 エリアにミ

伊藤、髭本等 , 先端研のチームが中心となってフ

ュオンビームを同時にとりだせるように、キッカー電

ライパスチャンバーの設置がなされた。MUSE D1

磁石、セプタム電磁石の開発を行っている。設置は既

エリアにて利用可能なミュオンビームは〜 φ 40mm

に行われているが、試験運転などが順調に進めば、本

程度の広がりをもつ。そのため、少量試料（断面積

年度中に、これらの機器が設置される予定である。

< φ 40mm）の μSR 実験において S/N の低下が問題
となる。この問題を克服するためにフライパスシス
テムを開発し、MUSE D1 エリアにおいて性能試験
を行った。ミュオンビームを用いたコミッショニン
2
グにおいて、5 × 5mm 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、より少量の試料に対
する μSR 実験が可能になると期待される。
2.

Decay-Surface キッカーデバイス整備
MUSE D ラインでは、120 kW 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 200 kW を越え、

図1：上 図、D ラ イ ン の DB
3 偏極電磁石を取り外
し、キッカー電磁石、
セプタム電磁石を設置

日々、世界最高強度を更新していたが、あいにく、

された様子。下図、セ

東日本大地震のために , 現在は稼働を停止している。

プタム用電源。
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3.

固定ミュオン標的の健全性チェック

4. U ライン、スーパーオメガチャネル

固定標的の健全性を確認する為の作業を牧村等が

J-PARC MUSE でしかできない大強度超低速ミュ

中心になって行っている。これまで使用し続けてき

オンビームラインの建設計画の一刻も早い実現に向

たグラファイト固定標的を一旦、キャスクにより、 けての R&D 並びに予算獲得に向けての活動を行っ
ホットセルに輸送する。ホットセル内でレーザー変

てきた。ミュオン標的近傍で放射化が激しく、設置

位計により、グラファイトの照射効果を調べる作業

場所での放射線強度が高い、トンネル内の超伝導湾

である。2011 年 9 月には、完了する予定で作業を

曲ソレノイド電磁石に関しては、機構長留保金を頂

進めている。

き、国際調達の結果、東芝が受注した。本プロジェ
クトは、池戸が中心となって、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、2011
年の 10 月、設置作業を 10 月、11 月を予定している。
図 3 は、東芝の京浜工場において、完成真近の超伝
導湾曲ソレノイド磁石を検収している写真である。
5.

U ライン超伝導軸収束ソレノイド電磁石系
トンネル内の超伝導湾曲ソレノイド電磁石の下流

に設置する、超伝導軸収束ソレノイド電磁石系に関
しても、平成 22 年度補正予算で予算化され、国際
調達の結果、東芝が受注した。現在、その製造を東
図 2：ミュオン標的の健全性を確認する為に、MLF ホットセル
内にレーザー変位計を持ち込無作業を行っている様子。

芝が行っている。納入は、2012 年の 2 月、設置作
業を 3-4 月に予定している。

図 4：超伝導収束ソレノイド系は、陽電子を分離するために
3 組の静電セパレータ（± 400 kV）、ビームダンプ、超
伝導軸収束電磁石系から構成される。

6.

S ライン、H ラインのトンネル内整備
MUSE 施設、低速ビームライン（S ライン）、高

運動量ビームライン（H ライン）のトンネル内設
備を行っている。特に、トンネル内の空間放射線
強度が高い領域ならびにそれに引き続く、ビーム
ライン根幹部の整備を行うべく、河村等が中心に
なって電磁石等の国際調達を進めている。
図 5 に、概算要求を行っている S ライン、H ラ
インの整備計画図を示す。
図 3：東芝で組み立て中の超伝導湾曲ソレノイド磁石。
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2)

超伝導ソレノイド本体；目視では OK! →運転

7.

東日本大地震の影響

1)

地震によって損傷した装置、施設は、MLF 西側、 が必須

Expansion Joint で見受けられる（目視）が、修復は、 3)
11 月までには可能！
①

Pillow Seal OK!

29 台中、28 台の真空試験が

終了！

冷凍機配管の架台が沈下、低圧・高圧配管
（MLF 西側）

4)

8 月にホットセルに持出して確認！
標的関係は、

5)

U ライン、H ライン、S ラインの設置計画との

②

バッファータンク戻り配管が変形
（MLF 西側） 調整が必要！

③

バッファータンクの傾き（2-3 度程度）
（MLF

6)

西側）

度 50 日間のユーザー実験を確保するべく、復旧計

シールド固定用アンカー破壊多数（第 2 実験

画を進めている。

④

2011 年 12 月には、加速器を運転し始め、今年

図 7 に破損したヘリウム回収配管の貫通口を示す。

ホール）
⑤

H −ライン気密板の破壊（第 1 実験ホール）

⑥

ケーブルラック破損＠ H ライン
（M2 トンネル）

⑦

空 冷 装 置 用 冷 却 水 配 管 破 損 @Expansion
Joint>3NBT との取り合い

図 5：S ライン、H ラインのトンネル内設備。
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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 ) の公募が終了した直後であり、時期公募（2012A 期）に関しての詳細は
まだ決まっておりません。今後の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 5 日と 6 日の両日にわたって開催します。すでに実験課
題募集は締め切られております。今後の課題募集日程はまだ明らかになっておりません。
【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。
・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いください。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 2011 年 12 月 8 日およ
び 9 日に予定されており、それに先立って約 1 か月程度前を締切に実験課題の募集が行われます。課
題申請締切日程等は今後アナウンスが行われます。実験課題募集日程やビームタイム日程等の詳細は
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

・日本中間子科学会インフォーマルミーティング開催のお知らせ
日本物理学会 2011 年秋季大会富山大学 GK 会場にて、インフォーマルミーティングを開催し
ます。J-PARC、RIKEN-RAL や日本原子力研究開発機構先端研の状況等についての情報交換を行
いますので、入会希望の方もお誘い合わせの上御参集下さい。
なお、当日は本機関誌を御持参下さい。
日程および場所
・日本中間子科学会インフォーマルミーティング（富山大学）
9 月 23 日（金） 18:00 〜 20:00 GK 会場
予定議題

・会長挨拶
・議長・書記

選出

・活動報告
・委員会報告
・研究施設報告（J-PARC MUSE、KEK、JAEA、RIKEN-RAL）
・新学術領域「超低速ミュオン顕微鏡」採択について
・平成 23 年度若手奨励賞選考委員会について
・意見交換
・その他
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お知らせ

本会に入会御希望の方、所属、電話番号等の連絡先に変更のある方、あるいは卒業等で登録を
抹消される方（この場合は指導教官等代理人も可）は、以下の会員登録変更届を連絡会事務局ま
で御送付ください。
宛先：〒 305-0801

茨城県つくば市大穂 1-1

高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所
日本中間子科学会事務局（ミュオン科学研究系内）
FAX 029-864-5623 （TEL 029-864-5602）

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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編集部の声 “Voice from the Editorial Office”
Asia is the huge area containing lots of physicist in many countries. If we talk about the “muon activities”, those
always realistically mean Japanese activities. At this moment, there is almost no muon reasearchers in the Asian
counties. But this situation means on the other hand that we can explore potensial collaborators in the Asian area to
use muons. RIKEN has started about 5 years ago to explor the Asian countries to find out good collaborators to use
muons at the RIKEN-RAL Muon Facility. Through these activities, I have touched with other cultues in the Asian
area and found lots of intersting things, good reasearchers and good collaborative themes. Although it would take a
bit long time to murchure collaborations with Asian researchers, it is very intersting and fun for me to communicate
with those Asian researchers. We have organized some semianrs and a fairly big international symposium in Asian
countiers. I think that those experiences are userful to invite the μSR conferene to an Asian countiry in the future. I
recommend, Dorian Juce, Nasi Goren and Indonesian Hoka-Hoka Bento in Indonesia. Of course, all others are quite
good in other contries. For instance, Chinese foods in Singapore and hot noodles in Malaysia are excellent. Please
try to talk with Asian researchers and please try to thikn about possible collaborations with them. You can find out
difference but interesting things through those communications. I wish that this MESON is also a good and useful
journal for communications with muon researchers in different contries.
(RIKEN I. Watanabe)
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