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編集部の声

Society of Muon and Meson Science of Japan（日本中間子科学会）
This socierty is an organization that aims to promote research that includes both muon and meson
beams, to maintain an interchange between members, and to send and to enlighten the Meson Science.

・The magazine “Meson（めそん）”
The name of this magazine " め そ ん " means "Meson" in Japanese. This magazin is issued twice a
year in March and September. The first issue appeared in September 1995.

・Cover Page Photographs：The official logo of the project “Ultraslow Muon Microscope”.
日本中間子科学会ホームページ
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jmeson/index.html

編集部より

From the editorial office

This is the Spring Issue of MESON in 2012. I have

By the way, the editorial office of MESON had

been nominated to be the editor of MESON again and

got three more members working with me. They have

will be in charge of this in coming two years. I will try to

got new jobs and are working in different places. Dr.

issue more interesting MESON for all of readers.

Risdiana has gone back to Indonesia and he is now

In the last year, we have got a great news for Japanese

working in his university (UNPAD) as a team leader of

meson researchers. Prof. Torikai and her organized team

the material science. Dr. Ohishi has moved to the neutron

have been awarded a big grant by MEXT. The awarded

world in J-PARC working as a member of CROSS. All

title is Ultraslow Muon Microscope. This project is to

have chosen different ways but our collaborations are

establish the ultraslow muon facility at J-PARC and aim

still finely there. I wish that they will continue to work

to carry out advanced muon sciences by using the intense

in the muon world and enjoy using the ultraslow muon

pulsed ultraslow muon beam. Prof. Torikai’s team consists

beam line in J-PARC. Now, the editorial office is quite

of 4 units. Each unit has its role to realize scientific

empty. I hope that lots of young people will join to the

activities to use the ultraslow muon beam. In order to

editorial office to enjoy editing MESON.

celebrate this award and in order to make this project

(RIKEN: I. Watanabe)

known to lots of researchers, I have chosen this big project
as the topic of the current issue of MESON. I have asked
all of members to write short articles in order to show all
member’s faces.
An official news-letter will be published separately
from the project office. Please read that news-letter
to know about scientific contents of the project and
activities of each research unit. For MESON, I focused
on faces of team members. I have asked all members to
introduce themselves and tell their hopes and dreams
through this project. This project will continue for five
years from 2011. I wish that after this project, J-PARC
will have a unique and excellent muon facility for lots of
researchers covering a wide range of scientific fields.

「めそん」No.35, 2012 年

春

Indonesian researchers enjoying muon experiments at J-PARC
(center: Risdiana).
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議事録

・ 会員の増員（実際に会費を支払っている人）。
30 人以上の増員で合計 100 人以上を目指す。

日本中間子科学会
インフォーマルミーティング議事録

２．活動報告
(1) KEK

門野、三宅

・ 震災後の復興状況。
・ 新学術創生領域の採択が決定した。
・ 3 月に MuSAC を行った。超低速ミュオンビー
ムラインを最優先で構築するべきとの提言。
日

時：2011 年 9 月 23 日（金） 17：30 − 20：00

場

所：日本物理学会秋分科会

富山大学 GK 会場

KEK にスタッフの増員してほしいとの要望を
提出。
・ 大学共同利用に関して、PAC の審査委員の交代。

参加者：鳥養、三宅、門野、秋光、西田、西山、幸田、
竹下、杉山、許、佐藤（阪大）
、宮崎、平石、

任期は2年。KEK内のみで決定せず、
ユーザコミュ
ニティからの推薦も考慮して委員を決定した。

河村（JAEA）、松崎、河村（KEK）、永嶺、

・ 昨年度の成果報告会を 5 月に行った。

池戸、長友、佐藤（埼玉大）、下村、二宮、

・ 検討委員会で第一実験ホールのミュオン実験施

伊藤、三原、友野、髭本、野末、岩崎、小池、
足立、川又、久保

設の構築するための検討を始めた。
・ フライパス装置によるバックグランドの減少の
確認。

議

長：河村（KEK）、書記：池戸

・ キッカーデバイスを設置し、D1、D2 エリアへ
のビームの振り分けが来年 1 月以降のビームタ

１．会長挨拶

鳥養

イムで可能となる。

(1) 震災のため延期した日本中間子科学会総会は、
5 月 29 日に東京で開催された。
・ H23-H24 の運営体制
会長：鳥養

の計測を行っている。
・ U- ラインは 2012 年 3 月までに納入される。設
置は 4 月以降の予定。

副会長：小池、杉山、髭本
・ 事務局は理研から KEK へ移行。
庶務：下村、会計：小嶋、
会誌編集：渡邊

・ H- ライン、S- ラインについては、トンネル内
の装置に関しては既に発注した。実験ホール内
の装置に関しては予算要求を行っている。
・ 震災の復興状況については、現状では順調。

・ 運営委員：秋光、石田、岩崎、門野、久保、西田、
三宅、松崎、

・ 2011 年 12 月 12 日には、全ての装置が稼働で
きるように準備している。
・ J-PARC が震災のため稼働してなくそのためで

網塚、久野、松田
（以上 3 名は会長推薦）

きなかった実験を RIKEN-RAL の施設を利用し
て行う予定。10 月から 12 課題の実験を随時実

・ 名誉会長：永嶺
(2) 活動方針

施する。

・ J-PARC の早期実験再開の要望
・「ミュオン助け合い」ホームページの掲示板を
開示。

(2) 理研

松崎

・ 国際評価委員会を開催、審査結果は仁科加速器
センターの理事会で承認された。

・「MUSE サポータ」 ホームページを開設、施設
側の応援要請。施設：スケジュール、人材を掲示。
会員：ゲスト的なものから、サポータへ。
・ 宇宙線ラジオグラフィの社会貢献に対する人的

・ PAC を開催した。
・ J-PARC の 採 択 さ れ た 実 験 課 題 に 関 し て、
RIKEN-RAL で実験を行う予定。
・ 次の PAC は 4-5 月の予定。
・ インドネシアの 3 大学との研究交流協定を締結

支援。
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議事録

し、共同開催のシンポジウムをインドネシアで

4/25、7/15、9/6

開催した。

来年度からの物構研所長の候補者を運営委員から推

・ 今後のビームタイムの予定は、9 月に 30 日間、 薦した。
10 月 22 日から 30 日間、来年 2 月 22 日から 37
日間。
(3) JAEA

(2) J-PARC 利用者協議会 西田、杉山、三宅、鳥養
・ 震災復興計画について、12 月までにビームを
出し、年度内に 2 サイクルのビームタイムを行

髭本

・ 電磁石を製作した。

う。来年度に予定されていたロングシャットダ

・ 原研としては、福島原発の作業に従事する人が

ウンは中止する。来年 6 月までは 100 kW で運

増える。先端研に関しては、負担はない。
(4) RCNP

転し、その後は漸次増強し、300 kW を目指す。
（三宅）来年度の夏は H、S ラインの設置を行う

佐藤（阪大）

・ MuSIC では、パイオン捕獲ソレノイドと輸送
ソレノイドの設置を 2009 年末に行った。
・ 現在までに、ミュオン取出し実験を 3 階行った。
8

+

ため、人的支援を要請する。
(3) 施設利用委員会 小池、門野、三宅、鳥養、杉山
・ CROSS が正式に発足した。JAEA は共同利用

400 MeV、1μA 換算で〜 10 μ /s の収率が見込

実験を行わないので、中性子の実験課題審査、

めることがわかった。

利用者支援は全て CROSS に委託する。JAEA

・ 陽子ビームを 1 μA まで増強するための放射線

は予算のみ提供して、人は出さない。

の変更申請を行っている。また他の実験装置に

（三宅）ミュオンは含まれないのか。

影響するため、中性子遮蔽体の増強を行う必要

（門野）KEK は共同利用機関であるから、法律的
に現状では CROSS のような形をとることはで

がある。
・ 全ビームライン構築のための建設費の予算申請

（秋光）中性子は原研が作ったのだから、CROSS

を行っていく予定。
(5) CSNS

きない。
の中に中間子も入れるのでは？

許

・ CSNS におけるミュオンプロジェクトの紹介。

（門野）KEK が設置したものを CROSS に任せる

Phase I：陽子ビーム、1.6 GeV、3μA、25 Hz 4 kW

ことはない。法律を改正する必要があるが、原

のうち、4％を使用して、ミュオン生成実験を行う。

研がミュオンビームラインを建設したら、その

Phase II：陽子ビームの増強。ミュオン専用の

ビームラインを CROSS へ任せることは可能。

ビームラインを構築し、物性実験などを行う。

（髭本）理事長がやるといえば、法律改正等はす
ぐに動くと思う。

３．日本中間子科学会の活動報告

鳥養

(1) 若手奨励賞の受賞者は伊藤（JAEA）と今尾（理

（三宅）今すぐに人が欲しい。
（鳥養）文科省にアピールする必要がある。
（秋光）中性子がやったんだから、
ミュオンもやれ。

研）に決定。
(2) 5 月 29 日に東工大で定期総会を開催した。出
席者は 60 名。

（鳥養）この件に関しては運営委員会で協議して、
意見をまとめる。

(3) 5 月 29 日から 30 日に超低速ミュオンのワーク
ショップを東工大で開催した。出席者は 78 名。
(4) H23.9 月から、
「ミュオン助け合い」
、「MUSE
サポータ」のホームページを開設した。
(5) 新学術領域「超低速」
（代表鳥養、5 年間）の
採択が決定したので、シンポジウムを日本物理
学会秋分科会富山大学において 9 月 23 日に開

（門野）中性子のビームラインは原研で作る。人
は出さない。CROSS が人を出す。
(4) 課題審査委員会

小池

・ 2 月に行い、16 課題中 12 課題を採択した。
・ ビームタイム申請時間は、実際のビームタイム
に対して 2 倍程度あった。
(5) 利用者懇談会

杉山

・ 有償ビームタイムの利用実績があると、事業仕

催した。

訳等予算獲得に良い影響がある。
４．その他の委員会の報告
(1) 物構研運営委員会
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鳥養

秋光、門野、三宅、鳥養

・ 超低速ミュオンのワークショップに補助金が支
給された。

「めそん」No.35, 2012 年

春

議事録

（小池）会費をただにしたらと提案したら、ごにょ
ごにょという感じで、あまり良い返事はなかった。
(6) 理研共用促進委員会

現在できていない技術を補うものがよい。
（秋光）物性科学領域研究会（11/19-20、東北大、
締切 10/24）に参加して、公募研究の宣伝をし

門野

・ 理研は J-PARC へ進出する計画がある。
・ 外部の人が理研施設を利用するには、理研の身
分が必要だったが、RIBF では外部利用者制度
が始まった。RAL でもこの制度は利用できな

たらどうか。
・ 超低速ミュオン実験のトライアルコースや高校
への出前授業なども計画している。
(8) その他
・ 物理学会領域 10

いのか？

X 線・粒子線

中性子・ミュ

（岩崎）メリットがないので、RAL は適用外。

オン

（門野）ユーザの事務手続きに関する負担が少な

2010 年秋は発表 5 件、2011 年秋は 8 件であっ
たが、若手賞応募 0 件、論文賞の応募も少なく、

くなるというメリットがある。
(7) 新学術領域超低速ミュオン顕微鏡

河村

鳥養

・ 通常より 2 か月遅れたが、採択された。
・ 平成 23-27 年度の 5 年間。評価委員 4 名、分担
者 23 名、連携研究者 35 名。様々な分野の研究
者が参加。

招待講演、企画、領域全体 0 件。このままでは
次の秋にはつぶれるかも。
（小池）中間子科学会の若手賞を学会の招待講演
に推薦したらどうか。
（大平）メーリングリストをもっとしっかりやっ

・ 超低速ミュオンのマイクロビーム化による実空間

て宣伝すべきだ。

イメージングを確立し、nm 分解能の深さ方向の

（河村）領域で発表した人のメーリングリストは

イメージングと合わせて学術領域を拡げていく。

持っているが、宣伝をメーリングリストに流し

・ J-PARC

MLF の U-line に 平 成 24 年 に 超 低 速

ミュオンビームラインを設置する。
・ A01 班

は預かる。個別に意見を出してほしい。

超低速ミュオンビームラインの構築

・ ミュオン科学と加速器研究 （佐藤、阪大）
11/16-18 RCNPH（阪大）で開催する。来年以

三宅
・ A02 班

スピン伝導と反応

・ A03 班

ヘテロ電子相関、境界効果

・A04 班

超低速ミュオンビームの超冷却と尖鋭

化

てよいかは、現在検討中。とりあえずこの問題

降は、J-PARC、KEK、RIKEN と RCNP の持ち

鳥養
門野

岩崎

・ 公募研究

回りで定期開催したい。対象はミュオンを用い
た科学研究の全て。日本語発表でパラレルセッ
ションは行わない。分野横断型のミュオン研究

平成 24-25 年度の 2 年間で募集。実

会が国内にないので、分野を問わずに行いたい。

験研究は上限 400 万円／年、理論研究は上限

中間子科学会の後援が必要である。各研究会は

100 万円／年で各 6 件ずつ採択予定。

開催場所が主催となり、他は共催という形にし

採択基準

たらどうか。

①未解決問題、②指導原理の理論、

③基幹技術の実験、理論研究。ミュオン実験の

（鳥養）運営委員会で議論する。

経験は不問。

（門野）中間子科学会の学会とするのは非常に大

（三宅）できるだけ沢山応募してほしい。
（秋光）平成 24-25 年度はまだ超低速ミュオンの
実験がほとんどできないが、それでよいのか。
（鳥養）超低速ミュオン実験をするための準備の
ための実験でよい。従来のミュオンビームを使
用した予備実験（ミュオン以外の実験も可）
、
超低速ミュオンで測定する試料作製等を募集。
基幹技術に関する研究が優先されるかもしれない。
（門野）超低速ミュオンで実験するためのネタ探
しの実験等に利用して欲しい。
（永嶺）超低速ミュオンをモニタする問題など、

「めそん」No.35, 2012 年

春

変。学会が独立してやる必要がある。
（髭本）3/14 に開催予定の研究会は来年の 1/13 に
行う。
（門野）物構研シンポは 12/6-7、MLF シンポは
1/18 に開催される。
（永嶺）研究施設報告に g-2 や PRISM 計画などの
報告も入れた方が良い。
（小池）今年の若手賞を推薦して欲しい。宛先は
下村さん。応募資格は学位取得後 10 年以内。
主著者の論文が必要。専攻者は運営委員会で決
定済。
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議事録

委員会報告（氏名は委員、○が報告者）
・ J-PARC/MLF 施設利用委員会

3/13

○杉山、小池、鳥養、岩崎、三宅、門野

2011 年度
第 3 回運営委員会議事録

・ J-PARC 利用者協議会
○西田、鳥養、杉山、三宅
・ J-PARC 利用者懇談会
鳥養、杉山、○杉山、佐藤、森井
・ MuSAC
○網塚、篠原、秋光、鳥養

9:00 − 12:00

日

時：2 月 20 日

場

所：東京工業大学 CIC

・ 仁科センター

○門野

・ MLF シンポジウム報告
・ 領域 10

○幸田

○河村

参加者：鳥養、秋光、松崎、小嶋、岩崎、小池、網塚、
久保、髭本、三宅、杉山、松田、下村

施設報告
・ KEK

門野

1)

若手奨励賞

・ KEK −北大連携

・

小池選考委員長から選考委員会の報告があり、

・ KEK −東北大連携

提案通り第 2 回若手奨励賞を大石一城氏、牧村俊助

・ 理研

氏の 2 名に授与することが承認された。

・ JAEA

・

授賞式及び記念講演：3 月 26 日総会において

行う。記念講演の時間は各 15 分。
・

副賞：第 1 回と同様に楯とする。授賞式のため

網塚
門野

松崎
髭本

・ J-PARC

三宅

・ MUSIC

久野、佐藤

・ 5 法人統合

岩崎

に出張される受賞者には旅費を支給する。
・選考規定の見直し：応募資格を有する限り、次年

プロジェクト報告

度前年度の応募を有効とする。

・ 新学術

鳥養

・ 物性分野領域横断研究会
2)

J-PARC 次期センター長推薦について

・

次期センター長の推薦について情報交換・意見

交換を行い、自由推薦とすることを申し合わせた。
3)

J-PARC 評価部会への対策

秋光

・ 東北 6 県放射光施設計画
5)

会員増強計画

・

小嶋委員から 6 名の新規加入者があったとの報

告があった。

・

三宅委員から評価部会のおおまかな日程と、 ・ 杉山委員から、9 月に世界の諸施設でミュオン
J-PARC/MLF の準備状況について紹介があった．発 を用いた研究を行っている研究者に勧誘メールを

足当時からの年次予算の推移と総額、競争的資金の

送ったが、あまり反応はなかったとの報告があった。

獲得状況、ビーム強度等の基本パラメータ、将来計

・

画などの資料を準備中である。

とした。
・

4)

中間子科学会総会の議題案

・

議題内容と各種委員会の報告者を次のように決
6)

追加議題は庶務委員長から提案される。
受賞記念講演

司会

大石、牧村

2011 年 度 会 費 未 納 の 会 員 に 納 入 を 依 頼 す る

メールを送ることとした。

定した。
若手奨励賞授賞式

さらに勧誘活動を強化する方策を検討すること

小池

その他
MuSAC についての日程調整、KEK−TRIUMF の

WS の開催等について、施設側とコミュニティの間
で、意思疎通が不十分であるとの指摘があり、現状
の確認と今後の対応について議論した。

6
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2011 年度
日本中間子科学会 会計報告
（2012 年 3 月 1 日）

2011 年度日本中間子科学会への会費を納入くだ
さり、ありがとうございました。本年度は７名会員
が増えて、140 名の会員のうち、64 名 ( うち学生２
名 ) の方々に会費を納入していただきました。
会計委員：小嶋健児
1) 収入の部
189,000 円

会費

15 円

銀行利子

981,249 円

前年度繰越金

1,170,264 円

計
2) 支出の部

100,714 円

運営委員会開催費
2010 年度若手奨励賞賞状副賞

58,548 円
200 円

事務運営費
学会ウェブページ運営費

11,700 円

（ドメイン 10 年分／サーバー 1 年分）
999,102 円

次年度繰越金

1,170,264 円

計
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新学術領域研究：超低速ミュオン顕微鏡

新学術領域研究：超低速ミュオン顕微鏡
【超低速ミュオン顕微鏡が拓く物質・生命・素粒子科学のフロンティア】

物質や生命の機能に対して、界面などの境界条件は重要な役割を果たしています。界面はまた、超伝導の増強や、
「超低速ミュオン顕微鏡」を用いた新しい実空間イメージン
新奇な物性を生む場としても注目されます。本領域では、
グの方法を確立し、界面において多様な物理・化学・生命現象が現われる機構を解明して、物質設計に役立てる新し
い学術領域の開拓を目指します。加速器で作られる正電荷のミュオンはスピンが揃っていて、物質内部に埋め込まれ
ると、平均寿命 2 マイクロ秒で崩壊するまでの間に、隣り合った原子の状態と運動を、高感度で測定します。 超低速
ミュオン顕微鏡」は、物質・生命の研究に最も必要とされる、(1) 深さ方向にナノメータ分解能での連続走査性能を持
つ「超低速ミュオン」と、(2) ミクロンオーダーのビーム径で物質内部の 3 次元走査性能を持つ「高密度マイクロビー
ム」の 2 つの機能を目指す世界初の実験装置です。 生命科学においても生体のイメージングなどの新たな可能性を拓
「標準理論」
「マイクロビーム」をさらに尖鋭化することにより、
「超低速ミュオン」をさらに低速化し、
きます。加えて、
を越える素粒子 / 基礎物理のフロンティアを築きます。
本研究は次の 4 つの研究計画班と公募研究者で構成します。
(A01)

超低速ミュオン顕微鏡と極微 μSR 法創成 : 顕微鏡の開発を先導し、微小領域を 3 次元にマッピングする顕微
法を確立することにより、アクチナイド物質、分子性結晶、DNA の性質を解明。

(A02)

界面のスピン伝導と反応 : 電子や原子などの移動を伴う系のスピン選択性やダイナミクスを解明。半導体のス
ピン伝導、触媒化学反応、電気化学を担うイオン伝導、生命反応を司る電子伝達。

(A03)

表面 - バルク境界領域におけるヘテロ電子相関 : 表面からバルクへの境界領域における、ナノからミクロンの
長さスケールで生起する共同現象を解明。超伝導、磁性の境界効果等。

(A04)

物質創成の原理を極める超冷却と尖鋭化 : 世界最強レーザー技術で領域の基盤技術を支えるとともに、顕微鏡
のさらなる高度化と、将来のミュオン異常磁気能率の精密測定を目指した超高性能ビームの原理の実証。
領域代表：鳥養 映子

図 1： 超低速ミュオン顕微鏡の探索領域と開発シナリオ。まず超低速ミュオン（左上）を完成させて
薄膜や界面研究を進める。これを分岐して再加速することにより高強度マイクロビーム（右下）
を創成し、微小試料や粒界や細胞など構造のある系の 3 次元イメージングを目指す。
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新学術領域研究：超低速ミュオン顕微鏡

研究計画 A01 班代表：三宅 康博

計画研究 A01 班
『超低速ミュオン顕微鏡と極微 μSR 法創成』

KEK 物質構造科学研究所
Prof. Miyake, Yasuhiro
Institute of Materials Structure Science, KEK

本研究班では、光科学と加速器科学の究極的な融合により、
「超低速ミュオン顕微法」を確立させ、物質科学を
飛躍的に発展させる事をめざしている。実空間における微視的スピン相関を広い時間スケールで観測することは、
物質や生命のダイナミクスを知る上で欠かすことができないものである。超低速ミュオン顕微鏡は、表面から内
部に至る任意の深さにおいて、これまでにない高い空間分解能でスピン時空相関を観測する事ができる。本班は、
この基幹装置の整備を行うことで、本領域の基盤を構築するとともに、微小化したビームにより物質科学の新た
な展開を図る。これまでパルス状ミュオンビームとライマン α コヒーレント光（ライマン α レーザー光）を組み
合わせるという斬新な方法によって、超低速ミュオンの生成手法を確立してきた。超低速ミュオンによる研究を
本格的に開始するため、1) 熱ミュオニウム発生装置並びに超低速ミュオン顕微鏡光学系を設計・製作し、2) A04
2

班が構築する 100 μJ/ パルス /cm を超える大強度パルス状ライマン α レーザーシステムと組み合わせる。これに
6

より、0.2 eV の超低速ミュオンを従来の 10000 倍以上、最大毎秒 0.6×10 個発生させる。更に、3) 超低速ミュオ
ンの再加速により最小で 1 μmφ にまでビーム径を絞り込み、顕微機能を最大限に発揮した物質研究を行うことが
可能とし、nm μSR 法を確立する。

1.

はじめに

μSR 法は素粒子ミュオンを用いた超高感度の局

いる。これを実現ならしめるのが、KEK と理研が

所磁場観測手法である。試料に 100％スピン偏極し

共同で開発してきた超低速ミュオンである。一方、

たミュオンを打ち込むため、あらゆる物質に適用可

J-PARC では、平成 21 年度末に世界最高のパルス

能で、磁性研究をはじめとして極めて広い分野で用

ミュオン強度が達成された。この大強度ビームの実

いられている。他の実験手法では観測困難な MHz

現により、日本で誕生した超低速ミュオンを次世代

領域のダイナミクスの観測に威力を発揮し、広い時

基幹実験手法「超低速ミュオン顕微鏡」として実用

間窓で、実空間におけるスピンの動的、静的な状態

化する環境が、本新学術領域研究採択とともに、整っ

を知ることができる。またミュオンを水素の軽い同

たといえる。

位体トレーサーとして捉え、触媒反応の研究や物質

本計画班の目的は、顕微機能を有する高輝度超低

中の水素拡散、化学反応等を調べる手段として、ま

速ミュオン実験装置、即ち超低速ミュオン顕微鏡を

すますその応用範囲は広がっている。

創成し、これを用いた科学研究を本格的に展開する

最近では、界面を有する多層膜、ナノ構造を含む

事である。超低速ミュオン顕微鏡は、(1) 数 nm の

新機能性物質のミクロな磁性プローブとして、μSR

精度で打ち込み深さを連続的に制御でき、(2) 数 μm

法はその電子状態の観測に重要な役割を果たす事

のビームサイズで走査できる、という特徴を有する。

が期待されている。さらに近年の物質材料科学で

(2) の特徴によって、アクチノイド化合物のように

は、超均一な微小試料や、結晶粒界などの微小領域

極めて微小な試料の μSR 研究が新たに可能になる。

における測定の重要性が高まっている。こうした

さらに、多結晶試料の物性を決める粒界など、局所

系に μSR 法を適用するためには、表面から物質内

的な組成や構造ごとのマイクロビーム μSR 研究が、

部まで任意の位置にミュオンを止められ、且つ μm

世界で初めて可能になる。これは、物質科学に新た

オーダーの分解能で走査できるビームが求められて

な展開を目指した研究計画である。
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2.

新学術領域研究：超低速ミュオン顕微鏡

大限のミュオニウム生成率を達成する為、50 μm 厚

超低速ミュオン生成
超低速ミュオン生成は、J-PARC ミュオン施設で

の W 箔に、定電流を流すことによって加熱する。

得られる世界最高強度のパルス表面ミュオンを、熱

これらの超低速ミュオン発生源としての熱ミュオ

ミュオニウム発生装置に打ち込む事から始まる。熱

ニウム発生装置、ミュオン輸送光学系等から構成さ

ミュオニウム発生標的として 99.9999 % のタングス

れる超低速ミュオン顕微鏡の構築が本研究班の第 1

テン (W) 箔を用いる。W 箔近傍に発生したミュオ

の目的である。超低速ミュオン顕微鏡を用いること

ニウム（正ミュオンと電子が結合した軽い水素状原

により、表面から内部に至る領域の深さ方向依存性

子）は、A04 班構築のレーザー照射により選択的に

を nm オーダーの分解能で測定することができ、更

共鳴イオン化（解離）される。解離した熱エネルギー

に、加速によるビーム収束を用いることで物質内部

ミュオンは、静電 SOA レンズによって最大 30 keV

の微小領域を走査・観察する。これらの超低速ミュ

にまで加速される。引き続き、静電四重極レンズ系、 オン顕微鏡概念図を図 1 に示す。μSR 分光器は、超
質量分離装置によって μSR 分光器に輸送される事

低速ミュオンを利用した μSR 実験を行うための基

で、バックグランドの小さい測定が可能となる。最

幹装置である。平成 24 年度に製作予定である。

J-PARC 4 MeV ミュオン

J-PARC 4 MeV ミュオン

ミュオニウム生成標的

ビーム窓
ライマンAレーザー光

熱ミュオニウム

（Mu；M e ）

212.55 nm 212.55 nm

4p6

ミュオニウム発生部
熱ミュオニウム

ミュオニウム発生部
4p55p

超高真空容器

超低速ミュオン
820 nm

e

355 nm
2p
122 nm

Kr

122 nm
1s
ミュオニウム

SOA レンズ
四重極レンズ
質量分離装置
MSR 分光器
電磁石群
陽電子測定器群
その場試料作製
観測装置

超低速ミュオン生成
RFQ 加速部
加速により
0.05 keV-10 MeV
（目標）まで可変
ビームサイズ
1 mmF-10 MmF

ライマンAレーザー光生成、並びに
ミュオニウムの共鳴イオン化解離法の原理
図 1：超低速ミュオン顕微鏡全体概念図
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研究計画 A01 班分担
：ストラッサー パトリック
KEK 物質構造科学研究所 /J-PARC センター

新学術領域研究：超低速ミュオン顕微鏡

techniques to achieve new scientific advances. The new
ultra-slow muon project at MUSE is a perfect example.
This will extend the scope of the μSR technique from

Dr. Patrick Strasser

bulk material to thin films, multi-layers, surfaces and ex-

Institute of Materials Structure Science, KEK

tremely small samples. The soon to be completed Super-

/ J-PARC Center

Omega muon beamline (U-Line), which will deliver the
world strongest pulsed surface muon beam, will be used
to generate intense ultra-slow muon beam. Low energy

My name is Patrick Strasser, and I belong to the Muon

muons are produced by the re-acceleration of thermal

Science Laboratory at KEK (High Energy Accelerator

muons regenerated by the laser resonant ionization of

Research Organization).

muonium atoms evaporated from a hot tungsten foil,

I came from Switzerland more than 20 years ago to

a method that was originally developed at the Meson

enter the Department of Nuclear Engineering of the

Science Laboratory at KEK. The re-accelerated ultra-

University of Tokyo as a Monbusho scholar. From that

slow muon beam has better energy resolution and space

time on I started doing very exciting research with

distribution compared to initial surface muon beam. I

muons. After graduating in 1994, I went for two years to

am involved in the design and construction of the Super-

the Institute for Nuclear Study (INS) of the University

Omega beamline, and also in designing the new ultra-

of Tokyo in Tanashi as a COE researcher involved in the

slow muon beam optics that will extract, accelerate and

R&D of the new radioactive nuclear beam facility at INS.

transport the ultra-slow muons to two experimental areas

In 1997, I moved to RIKEN in Wako to join the Muon

for μSR studies and muon microscopy. We are moving

Science laboratory as a Special Postdoctoral Researcher.

into a bright new future with ultra-slow muons at MUSE.

In April 2004, I joined KEK as a research associate in
the Muon Science Laboratory (since May 2006, associate
lecturer). Since then, I am deeply involved in the design
and construction work of the new Muon Experimental
Facility (MUSE) in the J-PARC project at Tokai. I
already worked on many different aspects of the project,
but mainly on the coordination of the various beamline
components and shields that were installed in the M2tunnel of the Materials and Life Science Facility (MLF)
building, and the design of guide shields to remotely
install and maintain heavy beamline components such
as magnets and beam profile monitors, in the primary
proton beamline. I also designed the general layout of the
secondary decay muon beamline (D-Line) and its various
components.
My personal philosophy towards research has
always been to develop new research instruments, and
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研究計画 A01 班分担：髭本

亘

JAEA 先端基礎研究センター
Dr. Higemoto, Wataru
Advanced Science Research Center, JAEA

験の枠組みを変える可能性があるものと考えており
ます。微小試料による実験は、従来実験が極めて困
難であった物質群の実験を容易にし、またビームを
スキャンすることができれば 3 次元的に物質内部の
磁場分布やダイナミクスをマッピングも可能となり
ます。ただしこちらも簡単ではありません。
これらの開発は多くの方々と共同で進めていくこ
とになります。μSR 分光器部分はユーザーが直接

A01 班分担の髭本です。J-PARC が本格的に建設

関わる場所です。いかに実験しやすい装置を作るか

を始めた 2006 年から JAEA に在籍し、μSR 実験の

には多くのユーザーの声が重要であり、実際に実験

ための機器製作、設置などを行うと共に、μSR によ

を行うユーザーの方々には早めに口を（と可能なら

る希土類化合物などの低温物性に関する研究を行っ

手やその他諸々も）出していただければと思います。

ております。本来私の専門は「低温物性実験」であ
ったはずですが、昨今自分が何を専門としているの
かが見えなくなりつつあり、そろそろあきらめて「ミ
ュオン物性実験」という謎の枠組みに移行する潮時
なのかという気もしております。何を今更、という
声もあるかもしれませんが。
さ て、 私 は A01 班 に お い て、μSR 分 光 器 部 分、
特に試料チャンバー、磁石、冷凍機といった部分を
担当しております。それと共に、マイクロビームを
用いた μSR 実験を開発し、実施していくことも任
務となります。超低速ミュオンは表面界面を探る画
期的なプローブであることは言うまでもありません
が、分光器部分はそれらの実験の幅を決める重要な
部分です。しかし分光器に関して自分が思っていた
ほど容易ではないことにここに来てようやく気付き
つつあります。超低速ミュオンビームによる μSR
実験は、従来の表面ミュオンによる μSR と較べる
と多少複雑です。試料は超高真空中に置かれ、また
その表面は直接ビームにさらされるという条件があ
るため従来容易にできていたことが簡単には出来な
くなります。ビーム輸送の観点からは、電場や磁場
の分布も重要となってきます。
一方、超低速ミュオンはエミッタンスの小さなビ
ームであるという側面があり、その特徴を最大限に
生かすことで極めて径の小さなミュオンビームの生
成が可能です。このようなビームは従来の μSR 実

12
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永嶺謙忠先生から「超低速ミュオン」という夢

計画研究 A02 班
『界面のスピン伝導と反応』

のビームの構想を伺ったのは、ちょうど学位を取得
して、表面第一原子層における磁気モーメントの増
強とゆらぎに強い関心を持ち表面磁性研究を始めよ
うとしていた 1986 年のことでした。これこそミュ

研究計画 A02 班代表：鳥養 映子
山梨大学大学院医学工学総合研究部

オンの持つ電荷、スピン、寿命の 3 つの特徴を生か
す究極の実験手段であると感銘を受けた私は、施設
利用者の立場の気軽さと若気の至りとで、1 〜 2 年

Prof. Torikai, Eiko

で実験が可能になるものと思い込み、「超低速ミュ

University of Yamanashi

オンによる表面磁性の研究（平成元年〜 2 年度科研
費一般研究 (c)）」という課題で科研費を申請しまし

【超低速ミュオン：
初めての科研費と最後？の科研費】

た。幸いこれが採択され、1988 年に山梨大学工学
部工学基礎教室に着任しました際に、10 名の理論
物理研究者の中で初めての実験研究室を立上げると

日本が世界に誇る 2 つのパルス技術、すなわち、 ともに、KEK-BOOM でミュオン実験を続ける駆動
J-PARC における世界最高強度のパルスミュオン源

力となりました。「超低速ミュオン」は、私にとっ

と、理化学研究所の最先端全固体レーザー技術によ

ては自立した研究者としてのスタートでした。

る世界最高強度ライマン α 光源に支えられて、新

パルスミュオンでしか実現できない夢のミュオ

学術領域「超低速ミュオン顕微鏡が拓く物質・生命・

ンビーム技術の原理は、永嶺、三宅、下村らの先駆

素粒子科学のフロンティア」が発足しました。平成

的・精力的な研究によってその数年後に検証されま

23 年度〜平成 27 年度までの 5 年間で，①深さ方向

したが、実用ビームには至りませんでした。磁性超

にナノメータ分解能での連続走査性能を持つ「超低

薄膜における単磁性原子層のダイナミクスをどう

速ミュオン」と、②ミクロンオーダーのビーム径で

しても調べたいという熱望から、ミュオンビーム

物質内部の 3 次元走査性能を持つ「高密度マイクロ

ラインと実験用真空槽の間の仕切りを外してサブ

ビーム」の 2 つの分岐した実験装置を完成させ、ス

サーフェイスミュオン実験を行う中で、現在フラ

ピン相関の実空間イメージングの方法を確立し、表

イパス方式として定着している実験手法を考案し

面近傍、界面、粒界等において発現する多様な物理・

たり、厚さ 200nm の試料を重ねて超薄膜からの僅

化学・生命現象の機構を解明し、新機能物質設計や

か 2% の信号を取出す工夫をしたりしました。“Spin

医用応用につながる生命現象理解の新しい学術領域

Dynamics of the 2-dimnensional Ferromagnetism in the

の開拓を目指します。

Superlattice [MnSb/Sb] Proved by Positive Muon” のタ

この新学術領域は、オールジャパンの掛け声の

イトルで 1993 年の μSR 国際会議で発表した際に、

もとに、素粒子・原子核、物性、生命科学、加速器

PSI の Schenck 氏 か ら「 表 面 ミ ュ オ ン で 200nm の

科学、レーザー科学等を中心に、本科学会の専門分

薄膜の μSR 研究ができるとは信じられなかったが、

野の異なる多くの会員の協力で立ち上がりました。 今回の成果は信ずる」との発言を聞いた時は胸のつ
領域採択は、高エネルギー加速器研究機構による U

かえが降りた気がしました（図 1）。歪超格子から

ライン建設、理化学研究所の全固体レーザー先行研

シリコンへのスピン注入の検証を目指した半導体中

究、J-PARC センター及び同利用者協議会の強い支

のミュオニウムスピン交換法の考案（図 2）も、ミュ

援、世界のミュオン施設・研究者からの国際的支援

オン電子ラベル法による DNA 中の電子伝達の研究
（図 3）も、近い将来、超低速ミュオンがきっと利

の賜物でもあります。
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用できると確信してのことです。一方大学では加速
器開発を待ち切れず、量子エレクトロニクス研究者
らの協力を得て、表面磁性と金属表面における触媒
反応のスピン相関の視点からの解明を目指して、
「ス
ピン偏極原子ビーム」の開発に取り組んできまし
た。この研究によって超高真空、レーザー光ポンピ
ング、イオン加速などの技術を修得することができ
ました。
CT-DNA A
CT-DNA B

dryDNA

' (ms 1)

100

wetDNA

10

10

図 1： KEK-BOOM π ポートから発生するサブサーフェイス
ミュオンによる，厚さ 200nm の超薄膜からの世界初の

図3

100
1000
Magnetic Field (G)

ミュオン電子ラベル法による DNA の電子伝達の測定
原理（左）と、これを用いた wet DNA と dryDNA 中

μSR 信号と磁気秩序形成の様子。温度は上から 280K、
200K、103K、25K、5K。試料は金属人工超格子 [Mn/

の電子拡散係数（γ）の磁場依存性の相違（右）
。ミュ

Sb( 単原子層 )/Sb(5nm)]（E. Torikai et al., Hyperfine Int.
85 (1994)151-157）。

し、その電子の運動の様子をミュオンスピンが敏感に

オンが水素位置に止まる際に連れてきた電子を放出
測定する。

「超低速ミュオン」の最初の科研費から 23 年。当
時果たせなかった約束を果たす機会がようやくやっ
超低速ミュオン

てきました。個人の紹介をという編集委員長のご依
頼を受け、四半世紀以上に亘り超低速ミュオンビー
ム開発を進めてこられた KEK や、理研 RAL のミュ
オン施設のみなさまの足元にも及びませんが、並走
しながら超低速ミュオンビームの実用化を熱望して
きた 23 年間を思い起こして、拙稿とさせて頂きま

図 2： ミュオニウムスピン交換反応法による伝導電子スピン
偏極測定の原理。パウリの排他律により、スピン蓄積

14

す。頼りないリーダーではありますが、みなさまの

がなくてもミュオニウム束縛電子と伝導電子の散乱断

ご協力のもとに 5 年間で実験計画を軌道に乗せ、新

面積のスピン依存性により、高感度で検出される。ミュ

しい学術領域を拓くという使命を果たすべく全力を

オニウム生成比率の高い物質であればいかなる物質
にも適用できる。（E. Torikai et al., Physica B 289 (2000)

尽くしますので、引き続き本会のみなさまのご支援、

558-562）。

ご助力をお願い申し上げます。
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研究計画 A02 班分担：朝倉 清高
北海道大学触媒化学研究センター
Prof. Asakura, Kiyotaka
Catalysis Research Center, Hokkaido University

新学術領域研究：超低速ミュオン顕微鏡

このたびは、ミュオンという新しい量子ビームに
山梨大学の鳥養先生にお誘いいただき、“ ないもの ”
を見たいと思っています。すなわち、触媒にある酸
素欠陥です。触媒作用は安定な完全な物質ではおき
ません。化学結合のほころびに反応物がやってきて、
化学反応を起こすわけですから、欠陥が重要な働き

有賀 寛子

をするだろうと、みんな考えています。これまでは、

北海道大学触媒化学研究センター （本来あるべきもの）と（実際にあるもの）の差を
欠陥として扱ってきましたが、もしかしたら、ミュ
Dr. Ariga, Hiroko
Catalysis Research Center, Hokkaido University

オンをつかうと、“ ないもの “ を直接プローブでき
るかもしれないと期待しています。化学の中でも一
番泥臭い触媒と物理の最先端研究とが融合し、新し
い科学が必ず育っていくと思います。それぞれのコ

触媒は皆様ご存じのとおり、排気ガスや飲料水を

ミュニティーには独自の言語がありますが、私たち

きれいにしたり、空気や気体から肥料や合成繊維や

のもう一つの役割は、それぞれのコミュニティーの

プラスチックを作ってくれる魔法の物質です。その

言語翻訳であり、それぞれのコミュニティーが分か

物質がどうして、こんなにも多彩な働きができるの

りあい、協力し合える別の意味の ” 触媒 “ となるこ

かについては、まだ十分に分かって言えるとは言え

とができればと思っております。あたらしい科学分

ません。朝倉は、長いこと触媒を対象に X 線吸収

野・流域を作っていけるよう努力しますので、どう

分光法（XAFS）を使って、その構造やその構造の

ぞご指導、ご鞭撻よろしくお願いします。

変化の様子を直接とらえ、触媒が化学反応を起こし
ている現場（活性点といいます）の構造を明らかに
する in-situ XAFS の仕事をやってまいりました。日
本で初めての X 線放射光施設である Photon Factory
の建設に学生として参加し、XAFS について勉強い
たしました。その後、触媒の研究室に就職する機会
を得て、触媒と in-situ XAFS の研究を行い、10 年
前に北海道大学に職を得て、こうした放射光を中心
にした仕事に加えて若い人たちと、AFM, STM とい
った原子分解能顕微鏡による酸化物や隣化物の単結
晶表面の研究を行っております。私も若いつもりで、
いろいろ教わりたいと思っておりますが、もっと若
い助教の有賀寛子博士にこのプロジェクトの中心に
なって、活躍してもらおうと思っております。有賀
は、STM、DFT 計算を中心に表面光触媒作用とい
う新しい現象を見つけ、新規触媒として注目される
リン化物の表面構造や化学特性を明らかにしていま
す。
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研究計画 A02 班分担：杉山

純

豊田中央研究所

置換した電子型超伝導体試料を TRIUMF に送り、
私の μSR 体験が始まりました。
その後 1992 年に名古屋大学工学部にて無事学位
を取得し、1993 年に豊田中央研究所に戻りました。

Dr. Sugiyama, Jun

会社に戻ってからはリチウム電池材料・熱電材料の

Toyota Central R&D Labs. Inc.

研究に従事しました。後者の研究でフロンティア制
度を利用して μSR を再開した経緯については、参
考文献 [3] に詳細に説明しました。さらに（生き延

A02 班で電気化学界面、つまり電池の充放電反応

びるために）
、幾何学的競合系・プロトン伝導体・

に伴い電極と電解質の境界に形成されると言われる

水素貯蔵材料・固体電解質材料・磁石材料と測定対

「界面層」の実態を明らかにすることを目指します。 象を増やし、世界各所の μSR・中性子散乱・放射
界面層の厚さは 10 nm 以下と予想され、隠れた界面

光 X 線施設も併用して、材料解析を継続しています。

であることと相まって、直接観察はかなり困難です。 中でも酸化物の電池材料中で正ミュオンが酸素と結
このため「200 nm 深さまで 1-2 nm の厚さ方向分解

+
+
+
合して静止する場合には、μ SR で周囲の Li や Na

能でミュオンを打ち込める、『超低速ミュオン顕微

の運動を検出できるらしいことを見出しました [4]。

鏡』を利用することにより、新規な知見を得られる

偶然にも新学術領域研究の第 1 回の申請時期（2009

ものと期待しています。

年）と重なり、それ以来、研究分担者として申請に

この記事では「超低速ミュオン顕微鏡」に至るま
での研究歴を、自己紹介も兼ねて簡単に説明します。
私は 1979 年に名古屋大学理学部化学科（無機錯

参加させていただくことになりました。
私が「超低速ミュオン顕微鏡」に参画するまでに、
標準的な μSR 研究者に比べると、いろいろな回り

体化学）を卒業し、1981 年に同工学部結晶材料工

道をしています。しかし学生時代の錯体化学の研究、

学科（誘電体構造相転移）を修了しました。しかし

大学院時代のインコメンシュレート・コメンシュレ

学生時代とその後しばらくは、バドミントン部主

ート相転移の研究、熱中したバドミントン、会社で

将・コーチ・監督として、ひたすらバドミントンに

行った磁気センサ・リチウム電池・熱電材料の研

明け暮れていました。これが 30 年後に、TRIUMF

究、超電導工学研究所での酸化物磁性と超伝導の研

の μSR 施設長の Syd Kreitzman（彼はバドミントン

究は、関係された多くの方々のご助力のお陰で、全

大好き人間で、週に 3 回は練習しています）との交

て孤立したドットに終わることなく、1 本の線につ

友につながるので、何が役立つか予見できないもの

ながったように思います。振り返れば、何かと何か

です。

がつながると信じたこともなかったのですが、
「そ

大学院修了後は、㈱豊田中央研究所に入社し、各

の場その場で課題に集中することが、結果として重

種センサの開発に従事しました。平穏な会社生活を

要だ」と言うのは、案外真実かもしれないなと考え

送っていたのですが、1986 年に銅酸化物で超伝導

ています。

が発見され、1988 年に㈶国際超電導産業技術研究
センター（ISTEC）が設立されました。多くの企業

参考文献

が特別賛助会員として参加し、ISTEC 傘下の超電導

[1] J. Sugiyama, S. Tokuono, S. Koriyama, H. Yamauchi,
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性不純物に敏感で、正孔型の超伝導体とは振る舞い

H. Glucker, H. Yamauchi, and S. Tanaka, Physica C

が大きく異なります。この起源を、巨視的測定 [1]

193 (1992) 449-454.
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幸い当時の私の上司、山内尚雄室長は、カナダの
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Windsor 大学から SRL へ赴任してきたので、UBC
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一方、「光合成」の主役は電子、電子移動はどこ
か掴み所がなく、実は、長く避けてきました。この
たび、縁あって、「超低速ミュオン」の研究グルー
プに加えて頂くことになり、生体分子における電子
伝達現象に取り組むことになりました。大学 1 年以
来の宿題が完結する気がしています。ミュオン実験
は未経験の新参者ですが、結晶学の経験を生かして、
生命現象の研究手段としてのミュオンの地位獲得へ

大学１年とき、生物学の先生が夏休みの推薦図書

貢献したいと思っています。

としてケンドリューの「生命の糸」とフォッグの「光
合成」を紹介されました。ご存知の方が多いと思い
ますが、「生命の糸」はワトソン、クリックの DNA

H-O-H

の構造解析とケンドリュー自身のミオグロビンの構
造解析を紹介したもの、「光合成」は本の題名その
まま、光合成の紹介です。
「生命の糸」を読んで、
研究手法としての X 線結晶構造解析にひかれまし
た。
大学院では島内武彦先生（修士課程）、坪井正道
先生（博士課程）のもとで振動分光学を専攻、研究

図 1：中性子構造解析により得られたヌクレオチド（シチジ
ン 5’- 一リン酸二ナトリウム九水和物）結晶中の水分
子の原子核密度分布

対象は蛋白質のモデル化合物としてのアミド化合
物、アミノ酸ホモポリマーなどで、前期共鳴ラマン
効果や ab initio 分子軌道法による分子内力場の計算
などをツールとした研究を展開しました。両手法と
も、現在は普通に使われていますが、まだ走りの研
究テーマといってよい頃でした。
その後、理化学研究所の結晶物理学研究室（当時）
に就職、岩崎

準主任研究員にご指導頂いて結晶学

へ転じました。以来、平成 6 年に北里大学理学部へ
移りましたが、結晶構造解析を第一のツールとして
研究を続けてきました。核酸の構成ユニットである
ヌクレオシドやヌクレオチドの水和物結晶、また、
蛋白質結晶について、結晶内の水分子の性格、即ち
相互作用、安定性、運動性等々が、生体分子の静的
構造、動的構造とどのようにかかわっているかを研
究対象として追跡してきました。また、この様な研
究の流れの中で、中性子構造解析により水素原子の
位置を決定することの重要さを実感しています（図
1）。

「めそん」No.35, 2012 年

春

17

特集

新学術領域研究：超低速ミュオン顕微鏡

研究計画 A02 班分担：下村浩一郎
KEK 物質構造科学研究所
Prof. Shimomura, Koichiro
Institute of Materials Structure Science, KEK

程度で、ビームラインの最適化さえままならない状
況があり、1999 年には開発の本拠地を RIKEN-RAL
に移すこととなりました。それ以降のことは松田さ
んか誰かがどこかで書いてくれることを期待します
が、とにかく長い年月をかけ、ようやく当初の目的
に達しつつあることはうれしいことです。
さて本学術研究に期するものとしては、私自身、
半導体・光触媒関連物質でのミュオニウムの研究を

A02 班に研究分担者として参加しています下村で

やってきましたので、TiO2 触媒への応用、スピン

す。改めて自己紹介といわれますととまどいますが、 トロニクスへの展開などをなんとかものにしたいと
ミュオン関係の研究をはじめてから早 20 年になり、 思っています。
その最初の段階から超低速ミュオンの開発に係わっ
てきましたので、ここ数年の J-PARC の完成、大強
度表面ミュオンビームラインの建設、新学術領域研
究「超低速ミュオン顕微鏡」の採択といった、急激
な進展は大いに感慨を覚えています。
昔のことを振り返りますと、着任当時はもっぱら
つくばにあった旧中間子第 2 実験室において、超低
速ミュオン発生法の開発に参加しましたが、当時は
三宅さんと Birrer さんが実働部隊で年間約 100 日の
ビームタイム中、ほとんど実験室にはりついて、レー
ザーの調整やら、ビームラインのチューニングを
やっておられたことを思い出します。またあのころ
永嶺先生や三宅さんは、今にもまして元気一杯だっ
たので、夜中 1 時すぎに毎日ホープ軒という今はな
きラーメン屋に行き塩ラーメンを食べては、永嶺先
生は理研へ、三宅さんと僕は実験という生活で、こ
れはとんでもないところに就職したというのが率直
な感想でした。
そのころはまだ様々な技術的課題が我々を悩ませ
ており、特に 1) レーザーが不安定であること 2) タ
ングステン標的近傍での VUV レーザーの位置、強
度がよくわからないこと 3) 超低速ミュオン引き出
し系が陽子ビームの影響を受けて、不安定になるこ
と等が非常にシリアスな問題でした。これらの問題
が完全ではないにしろとにかく解決されて、超低速
ミュオンの取り出しに成功したのは、約 2 年後の
1994 年 7 月です。ただその強度は 1 秒あたり 1 個
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研究計画 A02 班分担：吉野 淳二
東京工業大学大学院理工学研究科
Prof. Yoshino, Junji
Department of Physics,
Tokyo Institute of Technology

新学術領域研究：超低速ミュオン顕微鏡

いう量子ビームは、新しい表面・界面の研究領域を
開拓することになるのでこのカテゴリーに正にぴっ
たりなテーマなので申請を計画している、これに参
画する気はないか」というありがたいお誘いを頂き、
申請書の作成のお手伝いすることになり、最終的に
計画班にお加え頂けることになりました。
しかし、私は、まだ一度もミュオン実験どころか、
SOR や中性子などの大型の共通施設で実験を行っ

私は、昨年、鳥養先生を代表者とする新学術領域

た経験をもたないため、実際に測定をするためには

が採択された後、本会への入会をお許し頂いた全く

どのような手続が必要なのか、実際の測定がどのよ

の新米会員です。ここでは、この超低速ミュオン顕

うに行われるのかが、全くイメージできない不良会

微鏡への期待とこの新学術領域研究に係わることに

員です。一度、J-PARK の施設を訪問して、ビーム

なった経緯等について簡単に紹介させて頂きます。

ラインを見学したいと思っていますが、東日本大震

私は、III-V 族の半導体に 3d 遷移金属をドープし

災の影響もあり、残念ながらまだ実現できていませ

て形成される強磁性半導体とその関連物質を用いた
スピントロニクスに関連する研究を行っています。

ん。是非早期に実現させたいと願っています。
最後に μSR 法に全くの素人である私が、この測

磁性金属中では、電子スピンは強く散乱されるため、 定技術について学ぶに当たっての感想を述べさせて
通常スピン流は、数ナノメートル程度の領域内で緩

頂きます。現在この手法の基礎から最新の発展まで

和します。このため、スピントロニクスの実現に不

をまとめて勉強する上で参考書が少なく、平成 9 年

可欠なスピン流の注入、制御、検出を効率的に行う

に出版された「物性測定の進歩 I」に西田教授が執

ためには、ヘテロ界面の電子構造の原子レベルの制

筆された μSR の章は、その意味で貴重な入門書で

御が重要となります。STM を用いることにより表

ありますが、この書籍も既に絶版となっており、こ

面の電子構造は、比較的容易に観測できるようにな

のため少し敷居が高いという印象をもちました。中

りましたが、界面のスピン構造を観測することは依

間子科学会の Web にも簡単な解説はありますが、

然困難です。現在、我々は、STM の応用技術であ

基礎的な勉強をするには、十分ではないように思い

る磁性体を探針とする弾道電子放出顕微鏡（BEEM） ます。ミュオン顕微鏡という新しい測定技術を広く
により界面スピン状態の観測を試みていますが、こ

普及させるためには、最新の発展まで含めた入門書

のような観点で超低速ミュオン顕微鏡に大きな期待

の出版が必須ではないかと思いました。また、学会

を寄せています。

の学術講演会もまとめて勉強するには大変ありがた

次に私が、この新学術領域研究にお加えいただけ

い機会と思います。

ることになった経緯を紹介させて頂きます。私が上

以上、勝手な希望を含めて述べさせて頂きました

述のような研究を行っていたため、5-6 年前でした

が、このプロジェクトが終了するまでに何とか恥ず

でしょうか、同じ専攻に所属する西田信彦教授か

かしくない会員となりたいと思いますので、ご指導

ら物質中の局所磁場を測定できる μSR 法という測

ご鞭撻どうぞ宜しくお願い申し上げます。

定技術に興味はないかというお誘いを頂きました。
中々実現せずにいるうち西田教授から「文科省の科
研費に新しく新学術領域研究というカテゴリーがで
きたが、今開発しようとしている超低速ミュオンと
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新学術領域研究：超低速ミュオン顕微鏡

研究計画 A02 班分担：永嶺 謙忠
理化学研究所

原子物理研究室

細胞試料の 0.05mm 程度の深さに 0.01mm 程度の領
域にミュオン静止位置を制御する事が出来ます。放
射線生物学効果の基本である DNA2 重鎖の切断を
ミュオン自身が実現し、スピンプローブで其の様子

Dr. Nagamine, Kanetada

を直接観測出来ます。今回の原発事故で問題となっ

Atomic Physics Laboratory, RIKEN

ている人体への放射線被曝効果のより正確な指針作
りに貢献出来ます。許容放射線量を分子レベルで決
定出来ます。他に適切な方法は見当たりません。

1986 年 に 熱 エ ネ ル ギ ー ミ ュ オ ニ ウ ム の 発 生、

数ミクロンのサイズでミュオンスピンによる生

1988 年にそのレーザー解離、1995 年に 1 次陽子ビー

体内器官の磁気的イメージングが可能になると、さ

ムラインでの超低速ミュオンの発生と 4 半世紀に亘

らに大きい応用分野が開けます。脳内血液ヘモグ

り主体的に係わってきた者として、今回の超低速

ロビンのオキシ、デオキシのそれぞれを定量化し、

ミュオン顕微鏡 (USMM) プロジェクトの発足は誠

MRI を越える新しい脳機能研究が出来ます。また

に喜ばしい限りです。何でもお手伝いする所存です

細胞内常磁性酸素分子のモニターから癌の高感度検

が、A02 班の中で、ミュオン科学研究の中で一番発

出が可能になります。これらの生物医学応用につい

展の遅れている生命科学を担当させて頂く事となり

ても端緒を開きたいものです。

ました。
これまで、私が関与してきたミュオンによる生命

Cytochrome c

科学研究としては、以下の様な物が有ります。

μ+

1) 生体高分子中で正ミュオンが減速中に連れてくる

~ MeV

電子を使った蛋白質 ･DNA 中の電子伝達の観測。
2) ヘモグロビン磁性のミュオンによる観測。
3) 癌細胞における低酸素症のミュオニウムによる観
測の提案。

(a)

e−

4) 陽子線癌治療効果の同時発生するミュオンを用い
た直接観測の提案。

μ+

これらの研究課題の全ては USMM の実現で画期

< 100 keV

的な進展が実現しますが、その中で先ず電子伝達の
研究からスタートします。何故生体高分子中の電子
伝達が正ミュオンで観測出来るかは、図 1 の様に理

(b)

解できます。これまでに、この方法で、cm サイズ
の結晶が得られる蛋白質や DNA 中の電子伝達が調
べられました。温度依存性の測定からガラス転移と

μ+

電子伝達の関係を明らかにしました。然しながら、
cm サイズの試料が得られるケースは稀で、mm 以
下の試料のみで、USMM が待望されていました。
加えて、mm サイズの試料では、結晶の方向性を制
御出来るので新しいタイプの実験が可能になりま
す。

(c)
図 1：正ミュオンが生体高分子中の電子伝達を観測する原理図
（上）正ミュオンが 100 keV 以上のエネルギーで入射さ

班 員 菅 原 洋 子 先 生 の 協 力 が 強 い 味 方 で す。 早 速

れる。
（中）ソフトマタ―中では減速中に正ミュオンは

cm サイズのシトクロム c で実験をスタートさせ、

必ず電子を連れて中性ミュオニウムを作る。
（下）ミュ

USMM で一般化します。
USMM による生命科学研究には、さらに大きな
夢が有ります。USM ビームの加速と高度化の結果、

20

オニウムが高分子と化学結合する際、連れてきた電子
が放出され、その電子が高分子の特性に応じて運動し
たり、局在化する。其の様子がミュオンスピンの緩和
で捕えられる。
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状態の新奇物性、(c) 分子カイラル磁性体における

計画研究 A03 班
『表面 -バルク境界領域のヘテロ電子相関』

メゾスコピックな新奇秩序の解明、(d) 異方的超伝
導の境界効果／トポロジカル絶縁体表面金属状態の
新奇物性、および (e) 超伝導薄膜における量子渦糸
の動的秩序の解明、という 5 つの課題があります。

研究計画 A03 班代表：門野 良典

これらの研究の成果が表面・界面に関する基礎的情

KEK 物質構造科学研究所

報をもたらし、さらに、高品質薄膜や超格子・微細
加工技術をベースにした磁性・超伝導応用へとつな

Prof. Kadono, Ryosuke

がることを大いに期待しています。

Institute of Materials Structure Science, KEK

物質の表面・界面では並進や鏡映対称性が破れて
おり、電子の運動に対する空間的制約から擬二次元
性が増大すると考えられます。特に、遷移金属化合
物の表面や界面の近傍（＝表面−バルクの境界領域）
では、バルクで既に働いている強い電子相関（クー
ロン相互作用）に加えて、擬二次元的（幾何学的）
な電子相関が持ち込まれる（＝「ヘテロ電子相関」）
ことにより予想外の物性が発現することが期待され
ます。事実、すでに酸化物絶縁体同士の界面で金属
伝導（さらには超伝導）の発現が、あるいは非磁性
物質同士の界面で磁性の発現が報告されるなどして
おり、特に遷移金属酸化物のナノ超構造に関する研
究は強相関物理のフロンティアを形成しつつありま
す。
本計画研究では、このような新しい研究の潮流を
背景に、ヘテロ電子相関がもたらす新奇な効果やそ
の微視的起源を明らかにすることを目指していま
す。この目的のために、まずは深さ方向に数ナノ
メートルの分解能で電子状態を連続的にプローブで
きる超低速ミュオンスピン回転緩和法（＝「超低速
μSR 法」）を確立することが、本計画研究の最初の
課題となります。
計画研究の中で提案されている具体的な課題とし
ては、(a) 薄膜で現れる銅酸化物の新しい超伝導相
の解明、(b) 金属酸化物界面における擬二次元電子
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研究計画 A03 班分担：西田 信彦
東京工業大学
Prof. Nishida, Nobuhiko
Tokyo Institute of Technology

で実空間測定することが出来、従来の比熱、電気抵
抗、熱伝導等の物質全体の平均物理量を測定による
物性理解とは全く異なる観点からの微視的な物性理
解を可能にするものである。しかし、STS/STM が
測定するのは表面電子状態であり、バルクの性質に
どのように繋がってゆくのかを調べる手法が待ち望
まれていた。ARPES は、物質のバンド構造を直接
測定できる有力な方法であるが、表面の効果を考慮

【表面・界面・薄膜の超低速ミュオスピン回転
緩和法と走査トンネル分光法による研究】
J-PARC の大強度ミュオンビームを用いて、今ま
で存在しなかった輝度のよい超低速ミュオンを物質

することが実験結果の解釈に重要である。超低速
ミュオンスピン回転法は、表面敏感な物性測定法と
バルクな測定法の間をつなぐ重要な新測定法であ
る。
筆者は、20 年にわたり極低温 STS/STM を開発し、

科学研究に用いることが出来る。X 線、電子、放射

現在、0.18 K、15 T、空間分解能 50 pm、エネルギー

光等の量子ビームを用いた物質科学研究の歴史を見

分解能 30μeV の STS/STM の開発に成功している。

てみると、どの手法も 30 年ほどたつと新手法が開

ナノメータースケール実空間電子状態測定からの物

発され、測定技術は一新され、さらなる発展をして

性理解、特に、超伝導ナノサイエンスなる研究分野

きた。超低速ミュオンは、この意味での新手法に属

を開拓してきた。超低速ミュオンスピン回転法と組

するものであり、1975 年頃開始されたミュオンス

み合わせて、実空間電子状態からの物性理解なる研

ピン回転緩和法による物質科学研究が、日本で革新

究分野を完成させたく思っている。研究テーマと

されることになると考えている。J-PARC ミュオン

して、(1) 超伝導薄膜における量子渦糸ダイナミク

施設 MUSE をミュオン科学の世界拠点にすること

スの解明、(2) 異方的超伝導体境界効果と秩序変数、

に貢献したい。

(3) トポロジカル絶縁体表面金属状態、を考えてお

物質表面の電子状態の研究は、表面では空間反転
対称性、併進対称性が破れておりバルクと結晶対
称性が異なるので特有の性質を持ち「表面新物質

り、東工大物性物理学専攻

大熊哲氏、井澤公一氏、

NIMS 平田和人氏、
金子真一氏、
同流動機構 松葉健氏、
竹屋浩幸氏、茂筑高志氏、大阪大学

大貫惇睦氏、

相」と呼ばれ、学術上、応用上重要である。超低速

原研先端基礎研

ミュオンスピン回転緩和法は、物質表面から 100-

永長直人氏に研究協力をお願いし、活発な議論を行

200 nm 深さのバルクの性質を示す領域から、表面

いながら、新しい研究の側面を開きたいと思ってい

まで連続的に、特に表面近辺では 1 nm 空間分解能

る。

芳賀芳範氏、東大物理工学専攻

で磁性等の電子状態を測定できる唯一の実験手法で
あるので、表面・界面・薄膜研究に新しい突破口を
開くことが出来る。表面のもう一つの側面は、物質
の電子状態を実空間で測定する場としての表面であ
る。近年、物性物理研究の手法として、走査トンネ
ル分光顕微鏡法（STM/STS）と角度分解光電分光
法（ARPES）が重要な実験手段となってきている。
STS/STM は、表面の電子状態を原子長空間分解能
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研究計画 A03 班分担：橋詰 富博
東京工業大学大学院理工学研究科
橋詰連携研究室（日立中央研究所／鳩山）

新学術領域研究：超低速ミュオン顕微鏡

μSR の研究は全くの素人ですが、東工大の連携講
座を母体として研究しています。連携講座では、学
外の連携教官が大学院生の教育の一環を担っていま
す。修士学生は 1 年の半年（または 1 年）は、授業

Prof. Hashizume, Tomihiro

のために大岡山に通い、単位取得の見込みができる

Tokyo Institute of Technology

と鳩山で実験を行います。橋詰はこの講座に 5 年前

Central Research Laboratory, Hitachi, Ltd., Hatoyama

から参加して、最近、界面制御により世界トップレ
ベルの移動度を持つ有機薄膜トランジスタ（OTFT）
を調製し、また、ゲート電極−半導体界面における

鳩山を本拠として、大岡山での研究と仙台との共

キャリア分布を明らかにしました。

同研究もあわせて、古くて新しい研究テーマであ

鳩山では、これまでに 10 大学、30 人ほどの共同

る界面研究を行っています。走査プローブ顕微鏡

研究学生を受け入れていまして、常駐して実験する

（SPM）、アトム・プローブ、低速電子顕微鏡（LEEM） 場合や 2、3 日から 1 週間程度の滞在を 1 ヶ月に 1
などの先端ナノ計測手法を駆使して、界面物理・化

回程度行う場合があります。これらの共同研究の内

学を原子レベルで理解し界面を制御したナノデバイ

容は、有機分子、有機ナノワイヤ、カーボンナノチ

スを構築しようとする材料研究を進めています。

ューブ、グラフェン、有機ナノ薄膜などと多様です。

研究のコアは物性研−東北大金研と日立基礎研

半導体エレクトロニクスは、シリコンデバイスの

（2011 年から中央研究所に統合）で 20 余年にわた

微細化を極めることにより発展してきました。一方

り培ってきた走査トンネル／プローブ顕微鏡（STM/

で、最近、有機薄膜や金属酸化物薄膜を用いた機能

SPM）で、図 1 の原子細線が原点になっています。 素子によるシートエレクトロニクスが再注目を浴び
中研では、走査ケルビンプローブ顕微鏡（SKPM、 ています。これらへの期待は、薄膜材料の持つ多様
ケルビンプローブ）による複合プローブやアトム・

性と自由度に起因して、革新的な特性を持つ材料が

プローブなどによる先端計測を行っています。

生み出される可能性に期待していると思われます。

ケルビンプローブでは、探針と試料表面の電位を

すなわち、現在よりもさらに軽くて薄いシート状の

一致させながら試料表面を走査することにより、試

全天井型照明や、大面積で安価な壁掛け表示シート

料の電位分布を可視化します。すなわち、試料と探

など、柔軟性があり環境にやさしく、しかも高機能

針の間に働くクーロン力をカンチレバーにより検出

なデバイス特性に期待しているのだと思います。

して、クーロン力の変調振幅がゼロとなるように探

このような状況のもと、2007 年度後半に始まっ

針電圧をフィードバック制御することにより、試料

た文部科学省の新しい制度、東北大学原子分子材料

表面／界面電位をマッピングします。

科学高等研究機構（WPI-AIMR）の立ち上げに参加
して、金属酸化物薄膜界面の研究を一杉准教授との
共同研究として始めました。一杉准教授は、金属酸
化物薄膜の調整と STM 評価の研究で世界的な成果
を挙げています。
これらの研究環境を十分に活用して、将来の社会
に役立つインパクトのある界面物理・化学基盤を構
築したいと考えています。SPM などのこれまでの
表面・界面評価手法では、界面の直接情報は限られ
ていますので、μSR の界面情報に期待しています。

図 1： 走査トンネル顕微鏡（STM）によりシリコン表面上に
作られた、一原子幅のダングリングボンド細線。その
ままでは一次元金属のはずの原子細線が、パイエルス
不安定性により半導体に転移している（Hitosugi et al.

東北大で界面制御して調製したペロブスカイト界面
を、環境制御してそのまま J-PARC に搬送し、μSR
により磁性情報を取得して界面特性の発現機構を解
明したいと考えています。

PRL(1999)）
。
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新学術領域研究：超低速ミュオン顕微鏡

研究計画 A03 班分担：小池 洋二
東北大学大学院工学研究科応用物理学専攻

物高温超伝導体の発見直後に high-Tc 物質の探索に
こぞって参入してきた企業は、今ではほとんどが撤
退してしまいました。そのため、high-Tc 物質の探
索は大学の研究者がやるべき重要な研究であると思

Prof. Koike, Yoji

って、頑張っています。銅酸化物高温超伝導体が発

Department of Applied Physics, Tohoku University

見された頃は、酸化銅と適当な金属酸化物や金属炭
酸化物を適当な割合で混ぜて固めて焼くという陶芸
的手法（固相反応法）で high-Tc 物質を探索してい

我々の研究室では、1986 年の銅酸化物高温超伝

ましたが、このような単純な探索方法には限界があ

導体の発見以来、高温超伝導 (high-Tc) の発現機構

ります。そこで、最近、我々の研究室では、電気化

の解明を目指して、銅酸化物、および、その関連物

学法や水酸化物溶融塩を用いた低温合成法などの化

質を作製し、電気抵抗、ホール効果、熱電能、熱伝導、 学屋さん的手法を用いて、通常の方法では作製でき
磁化率、比熱などの基礎物性を研究してきました。 ない物質を合成し、high-Tc 物質を探索しています。
2+

銅酸化物においては Cu のスピンのゆらぎが超伝

また、対象物質も必ずしも銅酸化物に拘らず、全く

導の発現に深く関わっていることもあって、1995

新規な high-Tc 物質の発見も目指しています。新物

年から、KEK と理研 RAL のミュオン施設を利用さ

質が合成されると、超伝導だけでなく磁性も気にな

せていただき、μSR 実験も行ってきました。それ

りますので、μSR で調べることもあります。

まで μSR についてはほとんど無知でしたが、永嶺

さて、本新学術領域研究においては、銅酸化物高

先生、西山先生、渡邊さん、大平さん、髭本さん、 温超伝導体および鉄系超伝導体における不均一な電
幸田さん達の暖かいサポートを受け、実験を進めて

子状態を、超低速ミュオン顕微鏡を用いて解明した

きました。最近は、鉄系の超伝導体における磁性も

いと思っています。Tc が高くなればなるほど超伝導

μSR で調べています。

のコヒーレンス長が短くなりますので、超伝導状態

また、我々の研究室では、新しい high-Tc 物質の

は不均一になりやすくなります。そのため、他の秩

探索的研究も行ってきました。室温超伝導体が発見

序相との競合や共存が問題になります。また、表面

されれば、世の中の送電線はすべて室温超伝導体に

状態とバルク状態が異なる可能性もあります。それ

置き換わり、風力発電や太陽光発電で世界のエネル

ゆえ、3 次元的空間分解能をもった超低速ミュオン

ギーの需要を十二分に賄うことができます。したが

顕微鏡の利点を活かした研究ができるのではないか

って、火力発電も原子力発電も不要になります。室

と期待しています。どうかよろしくお願いします。

温超伝導体はまさに夢の物質です。しかし、銅酸化

T. Adachi

T. Kawamata
S. Ayukawa

H. Sato

T. Noji
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研究計画 A03 班分担：井上 克也
広島大学大学院理学研究科
Prof. Inoue, Katsuya
Faculty of Science, Hiroshima University

新学術領域研究：超低速ミュオン顕微鏡

まっているように思われる。一方、化学分野では、
合成手法が成熟し、多くの分子が紙に書けるもので
あれば合成できる状況になっている。これらの状況
からもっとも対称性の低い、つまりキラルな空間群
に属する磁性体の研究を 1996 年頃から始めた。キ
ラルな構造まで対称性が落ちると、右手系、左手系
という新しいカテゴリーの形の違いが出てくる。空
間群では P61 と P65 や P41 と P43 という具合にわか
れる。

【非対称物質の物性】

それまで意図的にキラルな磁性体を作る研究がな

経済、政治、学問分野まで、バランスが重要であ

かったため、もたついた時期があったが、キラル分

ったり、対称的なものが対象になっているが、まわ

子を結晶中に入れて結晶構造全体をキラルな構造

りを見渡してみると、実に非対称なことに支配され

に誘導するキラル誘導の概念を用いて合成を進め

ていることに驚かされるとともにゲーテの「自然は

た。最初のキラル分子の合成は合成化学のおかげで

らせん的傾向がある」という言葉を思い出す。人生 （2001 年ノーベル化学賞の野依先生を代表する不斉
の歩み方から、物事の習得過程、はてはマクロ経済

合成化学の発展の寄与が大きい）1999 年には最初

の良くなり方や悪くなり方などスパイラル（らせん） のキラル磁性体合成の報告を行った [1]。その後、
でイメージされるし、自然に目を移せば、台風など

いくつかのキラル磁性体を報告し [2]、青学の秋光

の気象現象、風呂桶から水が流れる出方や、すぐに

先生のグループに助けられて最近では無機物にも対

思いつく巻貝や植物のつるは言うに及ばず、植物の

象を広げつつある [3]。面白いのは、測定をするた

葉や花弁のつき方、枝や芽の出方など多くが螺旋状

びに不思議な結果が出てきて、その度に原因を考え

になっているし、生き物の構造にしても外は対称的

て楽しんでいる [4]。

でも中は非対称な場合が多いことなどは、あさはか
な考えであるが、空間が対称的なので、空間と接す
る外見は対称的なほうがよいが、機能を追求すると
非対称なほうが利点が多いのだろうか、と考えさせ
られる。非生物、生物問わず、自然にはらせん的な

[1] H. Kumagai, K. Inoue, Angew. Chem. Int. Ed. 38
(1999) 1601.
[2] K. Inoue, K.Kikuchi, M.Ohba, H. Ōkawa, Angew.
Chem. Int. Ed. 42 (2003) 4810.
[3] Y. Kousaka, S. Yano, J. Kishine, Y. Yoshida, K. Inoue,

傾向がある。
科学の分野に目を移すと形や構造を対称性で分類
する群論の応用として点群があり、結晶では空間群

K. Kikuchi, J. Akimitsu, J. Phys. Soc. Jpn. 76 (2007)
123709.

で分類される。230 の空間群のうち 138 種類の反転

[4] K. Ohishi, W. Higemoto, A. Koda, S.R. Saha, R. Kadono,

対称性のない群があり、さらにそのうち 65 種類の

K. Inoue, H. Imai, H. Higashikawa, J. Phy. Soc.

キラルな空間群がある。これまでの固体物性の分野

Jpn. 75 (2006) 063705; Y. Togawa, T. Koyama,

を考えてみると、強誘電体などの一部の分野に限ら

K. Takayanagi, S. Mori, Y. Kousaka, J. Akimitsu,

れ、ほとんどの物性分野では 230-138=92 個の対称

S. Nishihara, K. Inoue, A.S. Ovchinnikov, and J.I. Kishine,

的な固体の物性に関するものが多い。最近では界面

Phys. Rev. Lett., inpress.

や表面などで面白い物性が見いだされ、注目を集め
るが、これらは一軸的に非対称なものに分類される。
非対称固体の物性には、まだまだたくさんの宝が埋
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新学術領域研究：超低速ミュオン顕微鏡

研究計画 A03 班分担：小嶋 健児
KEK 物質構造科学研究所/J-PARCセンター

常の表面ミュオン強度以上の超低速ミュオンが得ら
れそうです。現時点では世界で唯一ユーザー実験に
供されているスイス PSI の低エネルギーミュオンを

Prof. Kenji M. Kojima

2009 年から使って、薄膜超伝導体の測定をしてい

Institute of Materials Structure Science, KEK

ますが [1]、ミュオンスピン緩和法に「ナノメート

/ J-PARC Center

ルスケール深さ依存性」という全く新しい座標軸を
導入する、とても面白いプローブであることを実感
しています。レーザー解離法による超低速ミュオン

今から 20 年以上も前、1991 年に私は M1 の学生

ビームはさらに低エネルギーまでエミッタンスの良

でした。「ミュオンという素粒子を使って何でもや

い良質なビームがナノ秒幅のパルス状に得られ、さ

れる可能性がありそう」という動機はともかく、
「実

らに面白いことができそうです。

験に外国に行けるらしい」という、若干不純な動機

現在私は、施設側の研究者であり、ユーザーと

で入った東京大学理学部付属中間子科学研究センタ

違って、超低速ミュオンを使った実験が可能になる

ー・永嶺研究室で、メインに走っていたプロジェク

ところから責任を持って取り組む立場にあります。

トが「超低速ミュオン生成」でした。永嶺先生率い

電子工作少年→マイコン少年だった小中高校時代に

るグループは、当時の高エネルギー物理学研究所（つ

培った素養（？）を使って、陽電子検出器／スペク

くば）内にあった中間子実験施設に「第 2 実験室」 トロメータというユーザーに近い側から、超低速
という新しい建物を造り、P4 ビームラインという

μSR が可能になり、新しい物理が開けることを目

超低速ミュオン生成専用の新しい陽子ビームライン

指して、進んで行きます。

を作り、チタンサファイヤ／ BBO ／ YAG レーザ
ー等という新しいテクノロジーをつぎ込んで、邁進

[1] 日本中間子科学会「めそん」2011 年春号（No.

していました。私自身は当時の超低速ミュオン生成

33）67-72 ページ。

実験には全く参加していませんが、下村さん、三
宅さん、ストラッサーさん、Birrer さん、といった
人々がソファーの上で倒れ込むまで働いている姿が
とても印象的でした。その後 1993 年から、私はア
メリカに行ってしまったのですが、一時帰国した折
に、「とうとう、超低速ミュオンシグナルをつかま
えた！」という話を聞きました。確かに 2 次元プロ
ットにそれらしき点の集まりがありましたが、強度
的に物性測定には使えるほどはありませんでした。
それから 18 年後、修士時代の研究室が発展した
現在の職場に就職させていただきましたが、しばら
くミュオンから離れている間に、J-PARC/MUSE の
皆さんの努力の結晶として、当時とは比べ物になら
ないくらい高輝度のパルスミュオンが得られるよう
になり、また、レーザーの強度も数桁上がり、現在
建設中の J-PARC ミュオン施設の U ラインでは、通
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研究計画 A03 班分担：幸田 章宏
KEK 物質構造科学研究所/J-PARCセンター

Dr. Koda, Akihiro

新学術領域研究：超低速ミュオン顕微鏡

者の印象としては、超低速ミュオンとはチューニン
グに次ぐチューニングであった。下村さんはカウン
ティングルームのソファに突っ伏して、当時、新人
だった牧村さんや、あの屈強な Scheuermann さん（現

Institute of Materials Structure Science, KEK

PSI 研究所）も疲労の色を隠せない、そんな過酷な

/ J-PARC Center

現場であった。5 年後、10 年後、これまでミュオン
の実験をしたことがない人たちも超低速ミュオン顕

【普段着で超低速ミュオン顕微鏡を】

微鏡を使いに J-PARC を訪れるようにきっとなる。
その頃にはチューニングの苦労話など過去のことに

いま原稿を書いているまさにこの瞬間、J-PARC

なっていなければならない。実験ホールで「いや〜

MLF の U ライン建設は目覚ましい勢いで進んでい

昔はたいへんだったんだよ」と話し始めようものな

る。狭い狭いと言われている第 2 実験ホールの、さ

ら、「ほらまた年寄りの昔話が始まった」と学生た

らに隙間を縫うように冷却水配管や足場が組み上げ

ちが苦笑いをするような、そんな時代が来ていてほ

られている。となりの D ラインで実験をしている

しい。来てもらわなければ困る。昔を知っている人

ユーザーは日々の進展を驚きの目で見ているのでは

は昔話に今から注意されたい。

ないだろうか。まさに歴史的な瞬間である。

渡邊編集長からは肩の凝らない読み物でもいい

『めそん』読者には今さらお話することでもない

ので…という依頼だったので、ちょっと肩の力を抜

かと思いつつ、すこし昔を振り返りながら、超低速

きすぎたかも知れない。少しだけまじめに、私が超

ミュオン顕微鏡への期待や抱負を語ってみたいと思

低速ミュオン顕微鏡に寄せている期待を書いておく

う。超低速ミュオンはつくばの中間子第 2 実験室で

としよう。まず何よりも薄膜というものを私は作っ

生まれた。筆者が初めてつくばに来てミュオンの実

てみたい。薄膜を測定するために超低速ミュオン顕

験を始めた 1999 年は、ちょうど超低速ミュオンが

微鏡をつくっているのに…と、なんだか本末転倒な

理研 RAL へと展開を始めた時期と重なる。第 2 実

響きに聞こえるかもしれないが。やはりモノを研究

験室は中間子第 1 実験室とは別の陽子ビームダンプ

対象としている物性の実験屋としては、自らの手で

をもつビームラインである。そのため第 2 実験室

つくった「モノ」が（どんなつまらないものであっ

にビームを出しているときは、第 1 実験室にはビー

ても）データとして目の前に現れてくることに感慨

ムが来ない。パラサイト運転の場合、つまりパルス

を覚える。学生実験のテーマのようなものでいいの

ごとに第 1、第 2 実験室のあいだで振り分けている

で、ぜひ自分の素人細工をビームに当ててみたいと

ときも、頻繁な運転モード切替えでビームが一時中

いう気持ちが強い。そういった試行錯誤の中から

断し、第 1 実験室側ではあまりデータが溜まらない。 段々と薄膜実験に習熟し、「さぁ、これから超低速
そこで第 1 実験室側は測定を仕掛けっぱなしにして

ミュオン顕微鏡の実験だ」と薄膜の実験屋さんが気

仮眠していることも多かった。おもに第 1 実験室を

負うことなく、普段の測定の延長のような気分で

根城としていた筆者としては、超低速ミュオンの実

J-PARC にやってこられる、そんな実験環境作りに

験があるときは束の間の睡眠をとれる、いわば「昼

フィードバックしていきたい。

と夜の関係」という意識であった。

加えて、期待していることのもう一つ重要なこと

ところで J-PARC MLF ではすべてのミュオン 2 次

は、新しい研究領域で育まれる学生たちである。ミュ

ビームラインは同じミュオン生成標的からのビーム

オンだけでない、薄膜だけでない、それらが融合し

を使っている。つまり U ラインにビームが来ている

た領域の視点で研究を考え展開できる新しい世代が

ということは、他のミュオンビームラインにもビー

育ってくれることを願っている。そういった世代が

ムが来ていることを意味する。U ラインがフル稼働を

成長した時には「この超低速ミュオン顕微鏡は、最

始めたなら、文字通り寝ている暇などないのである。

初のころはねぇ…」という昔話を、やはり学生に苦

さて、一歩引いた位置から（なかば寝ぼけまな

笑いされつつしているかもしれないが、そんな姿を

こで）中間子第 2 実験室のビームタイムを見ていた
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私はこれまで、「コヒーレント◯◯光源に関する

計画研究 A04 班
『物質創成の原理を極める超冷却と尖鋭化』

研究」という類いの研究を行ってきた。例えば、そ
の中に、コヒーレントナトリウム共鳴光源、という
のがある。これは、大気のゆらぎを補償して、高分
解能で宇宙を観測するための光源として、ハワイ島

研究計画 A04 班分担：斎藤 徳人

マウナケア山の山頂（4,200 m）にある国立天文台

基幹研究所

のすばる望遠鏡に、また太陽活動が地球大気に与え

光グリーンテクノロジー特別研究ユニット

る影響を調べるため、北極圏にあるノルウェーの都

Dr. Saito, Norihito

市、トロムソの European Incoherent Scatter 科学協会

Optical Green Technology Research Unit,

の研究所（69.6ºN, 19.2ºE）に設置されている。それ

理化学研究所

Advanced Science Institute, RIKEN

ぞれの場所で、1 つでも人間の文化として伝承され
るような研究結果が得られることを祈っている。そ

この原稿は、
『めそん』の編集長の渡邊さんから
依頼を受けた。渡邊さんと初めてお会いしたのは、
理化学研究所の支所のあるラザフォード・アップル
トン研究所である。その次にお見かけしたのは、私
の勤める理化学研究所もある埼玉県和光市の有名な
スーパーだった。近隣にお住まいか、と思ったが、
その後は近くでお見かけしない。渡邊さんとの出会
いのように、不思議なことは起こるものだ。
2008 年の 9 月に、私は、その年、応用物理学会
の学会会場だった愛知県春日井市にある中部大学に
いた。9 月 2 日だったか 3 日だったか忘れてしまっ
たが、私の所属する光グリーンテクノロジー特別研

れにしても、どうして、そんなに寒いところばかり
なんだ。寒いところは苦手である。
今回は、
「コヒーレントライマン α」である。ミュ
オンの異常磁気能率の超高精度測定、超低速ミュオ
ン顕微鏡の実現、さらにそれを用いた基礎科学の発
展に貢献できるよう、先輩、同僚と議論し、相談し、
見習い、教えを請い、励まし合いながら進めている。
相当に前向きな私でも、時には、落胆して、ため息
をつくこともある。仕事をするって、そういうこと
ですよねえ。光学・非線形光学が専門の私に、新学
術領域研究を通じて何が見えるようになるか、それ
が楽しみである。

究ユニットのリーダーで大学の先輩でもある和田さ
んから、「ミュオンに関わるレーザー研究の提案が
ある」との話を伺った。ミュオンは素粒子。それだ
けしか知らなかったが、
「いいですねえ」、と答えた。
そう答えたら、どういうわけだか、今年、文部科学
省科学研究費補助金「新学術領域研究」超低速ミュ
オン顕微鏡が拓く物質・生命・素粒子科学のフロン
ティアの A04 班（物質創成の原理を極める超冷却
と尖鋭化）の研究分担者になった。ということで、
ミュオニウムを励起するための、コヒーレントライ
マン α 共鳴放射源の研究を仰せつかった。これが、
素粒子を生成し、調べ、使う研究をされる強者研究
者のみなさんと知り合うことになったきっかけであ
る。巡り合わせとは、不思議である。
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研究計画 A04 班分担：三部

新学術領域研究：超低速ミュオン顕微鏡

勉

KEK 素粒子原子核研究所
Dr. Mibe, Tsutomu
Institute of Particle and Nuclear Studies, KEK

A04 班に参加させて頂いております KEK 素核
研の三部です。私は SPring-8 や米国の加速器施設
（Jefferson 研 究 所 や BNL） に て ハ ド ロ ン と 強 い 相
互作用に関する研究を行って参りました。現在は
J-PARC MLF でのミュオン g-2/EDM を精密に測定
して、素粒子の標準模型のほころびと時空の対称性
の破れを探索すべく日々邁進しております。
g−2/EDM 実験を行うためには、いくつかのチャ
レンジがありますが、私はその中のミュオニウム源
の開発と測定器開発に携わっております。
ミュオン g−2/EDM 実験において、超低速ミュオ
ンの生成は最重要の基幹技術であります。今回の新
学術領域研究では、U ラインでの超低速ミュオンの
生成とその先鋭化について、微力ながら貢献させて
いただきたいです。
新学術領域研究では物性分野の先生方が沢山おら
れますので、異分野間での交流を楽しみにしており
ます。例えば、超低速ミュオンを用いた実験で明ら
かになる物性現象に基づいて、それを新しい粒子線
測定器へ応用するなど、異分野間の研究の芽が見出
せたりすると、すばらしいと思います。
g−2/EDM 実験では、シリコンウェハ上にマイク
ロストリップパターンを形成したシリコンストリッ
プセンサーを用いて、ミュオン崩壊で生じる陽電子
を測定します。現在、J-PARC のビーム構造に最適
化されたシリコン検出器の開発を行っております。
この検出器は数 10μm オーダーのセグメントで陽電
子を検出することができますので、大強度ビーム下
での μSR 測定器への応用も可能なのではないかと
妄想しております。そんな可能性についても今後中
間子科学会の皆様と議論させていただきたいと思っ
ております。
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研究計画 A04 班分担：河村 成肇
KEK 物質構造科学研究所/J-PARCセンター

Dr. Kawamura, Naritoshi
Institute of Materials Structure Science, KEK
/ J-PARC Center

朝のラジオ体操をしたり、結露で水浸しになった
床から水をくみ出したり（東海村は海沿いで、結
露水が床に 10cm 近くたまることもあります！）、
台風が迫る中、屋外で遮蔽の設置に立ち会ったり、
4m くらいの高さの足場から落ちかけたり、感電し
かかったり、ターボポンプをぼろぼろに壊して幸
田さんに冷たい目で見られたり、へろへろに疲れ

今年度より採択された新学術領域「超低速ミュ

常磐道で居眠り運転したり（時効です）、色々なこ

オン顕微鏡が拓く物質・生命・素粒子科学のフロ

とがあり、気がつけば MLF ミュオン実験施設の裏

ンティア」、計画研究 A04 班「物質創成の原理を究

の裏（つまり表？）まで知っている人間の一人に

める超冷却と尖鋭化」で研究分担者となった KEK/

なっていました。

J-PARC の河村です。A04 班の研究に関しては班長

超低速ミュオン顕微鏡は MLF ミュオン施設に新

である理化学研究所の岩崎主任が紹介されること

たに建設される U ラインで展開することになりま

と思いますので、私の紙面はざっくばらんな内容

す。U ラインは海外の施設も含め、今までにない

にさせていただきたいと思います。

全く新しい概念のもとに設計されたビームライン

まずは、自己紹介ですが…おそらく「めそん」に

で、ありとあらゆるものが新しいビームラインで

自己紹介を書くのはこれで 3 回目です。1 回目は理

す。そこで得られる超大強度のミュオンビームが

研で基礎特研になった時、次は KEK に着任したと

超低速ミュオン顕微鏡を実現していくことになり

き。学生時代から通算すると 20 年近くミュオン関

ます。期待も大きいですが、新しいこと尽くめで

連の仕事をしてきたことになり、今さら自己紹介

不安も大きく、今秋以降のビームコミッショニン

というのも妙な感じです。学生＋ PD 時代はミュオ

グは J-PARC ミュオン実験施設にとっても重要な試

ン触媒核融合（μCF）の研究を理研 -RAL ミュオン

金石となるでしょう。我々の施設にとってばかり

実験施設で行い、核融合中性子の計数などを主導

でなく、日本のミュオン科学にとっても試金石で

してきました。ちょうど理研 -RAL 支所が完成し、

あり、中間子科学会をあげてのご支援を承りたい

μCF 実験が開始された年に D1 となり、同施設の最

と願っています。

も旬な時期を味わうことができたと思っています。
“ 中性子 ” 繋がりで J-PARC ミュオン実験施設の
建設に参加し、大強度ゆえに生じる放射線関連の
問題への対応を一手に担ってきました。
「ミュオン
なのに放射線？」と思われる方もいるかもしれま
せんが、J-PARC のミュオン生成標的では陽子ビー
ムの約 5% が核反応します。1 MW の 5% は 50 kW
ですから、“ ミュオン ” 生成標的≒ 1/4 × (ISIS“ 中
性子 ” 生成標的 ) ということになります。つまり、
J-PARC ミュオン実験施設の設計・開発は放射線・
放射能との闘いとも言えます。
J-PARC、MLF（物質生命科学実験棟）がまだ松
林だった頃から建設に参加し、建設業者と一緒に
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研究計画 A04 班分担：中嶋

隆

京都大学 エネルギー理工学研究所
Prof. Nakajima, Takashi
Institute of Advanced Energy, Kyoto University

新学術領域研究：超低速ミュオン顕微鏡

で、どういう実験なら無理っぽいか、ということは
ある程度見当がつきます。ミュオンの再偏極を考え
るにあたっても、このあたりの経験もある程度役立
そうな気がします。このような自身のバックグラン
ドと経験を活かし、ミュオンの再偏極のみならず、
ミュオンの再偏極に必要不可欠な高強度ライマン α
光発生についても、既知の方法のスケールアップと
は全く異なった、何らかの新しい物理があるような

A04 班、研究分担者の中嶋です。ミュオンを効率

新奇な方法を考えたいと思います。

良く再偏極させる方法を考案することが私のミッ
ションです。私は、レーザーと原子・分子の相互作
用について主に理論的な研究をしていますが、初め
の頃はナノ秒時間スケールの非線形現象を見ていま
した。その後、当時東大の物性研におられた渡部俊
太郎先生の所で客員研究員をやらせて頂いた事を
きっかけに、フェムト秒やアト秒時間スケールの超
高速非線形現象に関するテーマに足を踏み入れまし
た。いずれの時間領域においても、光のコヒーレン
スがどんな現象を系に誘起し、それから何がわかる
か、あるいは、何を制御できるのか、と言うことが
一貫したテーマです。このうち、後者は俗に “ コヒー
レント制御 (coherent control)” と呼ばれますが、そ
もそも私がスピン偏極に関連した研究に手をつけた
のは、原子核や素粒子の人たちから電子や原子核を
効率良く偏極させられる、うまい方法がなかなかな
くて困っている、と言うことを聞いたのがきっかけ
です。この事を機に、コヒーレント制御の対象とし
てスピン自由度を考えることにしました。レーザー
を使うが故にコヒーレント制御は生産性が低く、か
つ、コストが高いので、もちろん工業化等には全く
向いていないのですが、例えば不安定核種やミュオ
ンの偏極のように，基礎科学においてターゲットを
所望の状態に効率よく準備するための手段としては
十分に役立つのではないかと思います。現在は基本
的に理論の仕事が主ですが、これまでのキャリアの
中で、ナノ秒レーザーやフェムト秒レーザーを使っ
た分光実験に携わる機会があり、これらの経験から、
レーザーを使った場合にどういう実験ならできそう
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高エネルギー加速器研究機構
研究員

長友

傑

有りましたので、先輩と一緒に実験する機会が多く、
基礎は体で覚えると言っていい程多く実験する機会
がありました。更に、研究室の教官や技官および学

Researcher: Nagatomo, Takashi

生の手によって、バンデグラフ加速器のメンテナン

Muon Science Laboratory

スを年に数度、オーバーホールを年に一度行ってい

Institute of Materials Structure Science, KEK

ました。修士課程以上の学生となると自分の手で加
速器を運転するようになります。このように、研究
室で得られた経験と知識は、研究を続けるうえで貴
重な財産となっています。本稿では、筆者の行って
きた研究を紹介し、現職に着任してから取り組んで
いる、超低速ミュオンビームラインの建設に関して
報告致します。
2.

第二種弱核子流の探索
筆者の博士論文のテーマは、鏡映原子核ペアの

ベータ崩壊強度を比較することで、G 変換対称性 [1]
1.

はじめに

を破る弱核子流（第 2 種核子流 SCC）の探索でし

筆者がミュオンの研究に関わることになったの

た。G 変換は、S. Weinberg が導入した核子や中間

は、国際基督教大学久保謙哉先生の下でポスドクと

子に対する荷電空間でのパリティ操作で、荷電共役

して勤務することになった 2009 年 4 月からです。 変換 C とアイソスピン空間第 2 軸まわりの 180 度
その頃は、J-PARC MUSE でファーストビームがで

回転 U = exp(iπTy) の積 G = C U と定義されます。例

た次の年度でした。実験は、JAEA の二宮和彦氏と

えば、陽子を反中性子に、中性子を反陽子に入れ替

の共同実験で、負ミュオンの特性 X 線を用いた古

える操作です。即ち、この SCC の探索には、粒子

銭の非破壊元素分析でした。その銅銭をビームライ

と（アイソスピンを 180 度回転させた）反粒子の β

ン上に固定するサンプルホルダーを作るのが私の最

崩壊を比較しなければならないのですが、CPT 対

初の仕事でした。二宮さんと二人で遮蔽用の鉛ブ

称性が成立している場合、この比較は鏡映核ペアの

ロック積みを行ったのはいい思い出です。

比較と同等となります。従いまして、鏡映核ペア

さて、筆者のバックグランドは、原子核実験物

の β− 崩壊と β+ 崩壊を比較することで、SCC を探索

理です。大阪大学の 4.8 MV バンデグラフ加速器を

できるということになります。しかし、鏡映核ペア

有する研究室に 1998 年に学部学生として入りまし

間で核構造が全く荷電対称であるかというと、実は

た。修士・博士課程を通じて、不安定核の基底状態

多少異なります。また、陽子と中性子で磁気モーメ

の電磁気モーメントの測定や弱い相互作用の荷電空

ントも対称ではありません。そのため、SCC の探

間対称性（G 変換対称性）を研究してきました。こ

索の為には、これら原子核構造の違いからくる、β±

れらは、β 線角度分布の非対称度を指標としたベー

崩壊の違いを排除する必要が有ります。β 線角度分

タ−核磁気共鳴法（β-NMR 法）を応用した研究で

布の第 2 ランクである核スピン整列相関係数を鏡映

した。当時の研究室は、南園忠則先生、松多健策先生、 ペアで比較をすることで、これら核構造の寄与を排
福田光順先生と三原基嗣先生が研究室を指導されて

除でき、SCC の効果を高感度で観測できます。所

おり、修士・博士課程に先輩学生が多く在籍してお

属していた研究室では、強磁場中に置かれた物質中

りました。小さいながらも研究室に自前の加速器が

での超微細相互作用によって原子核の不等間隔に
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分裂したエネルギー準位と β-NMR 法を組合せ、RF

β−γ 角度相関 [2] と比較をすることで、此れまで排

磁場を印加することでスピンオリエンテーションを

除できなかった高次の禁止遷移の効果を排除できま

自由に変化させる「スピン操作法」を開発・応用

20
20
した。図 2 のように、 F と Na の整列相関係数の

し、独自の研究を展開していました。筆者も、その

β 線のエネルギー依存性が得られました。図 2 で、

方法を用いて、純粋に核スピン整列した原子核から

β± 崩壊で大きく異なっているのは、陽子と中性子の

20
20
のベータ線角度分布を測定することで、 F と Na

磁気モーメントの差に由来する弱磁気項の影響で、

20
の整列相関係数を精密測定に取り組み始めました。 CVC 仮説が成立するならば、この大きさは Ne の

しかし残念なことにバンデグラフ加速器では、大き
20

20

アナログ状態 (Ex = 10.275 MeV) からの M1γ 線のエ

く核スピン偏極した F と Na 核を生成することは

ネルギー幅から見積もることができます。この結果、

できませんでした。その為、筑波大学のペレトロン

SCC（誘導テンソル項）の結合定数 gT は GT 結合定

加速器 UTTAC にある偏極重水素を用いると高偏極

gT/gA = 0.18 ± 0.42 (stat.) ± 0.24 (syst.)
数 gA の比として、

20

の F を得られるということで、筆者が中心となっ

= 0.18 ± 0.48 (total) と決定しました [3]。高次の禁止

20

て筑波大学にて F の測定を行うことになりました。 遷移の効果を排除したことで、先行研究より信頼度
平行して、当時 TRIUMF のポスドクだった南園啓氏

の高い結果を得ることができました。

20

が中心となって、ISAC 施設において Na の測定を
行いました（図 1）
。ISAC 施設では、円偏向レーザ
を用いた光ポンピングによって、非常に高偏極度で
大強度の Li や Na 同位体を得ることができた為です。

図 1：TRIUMF/ISAC での実験風景、左から筆者、南園啓氏、
20
20
図 2： Na と F の整列相関係数。

阪大松多准教授、小倉助手。

勿論、それら施設には、β 線角度分布測定装置はご
ざいませんので、新たに測定装置を設計・製作し、

3.

57

Mn/57Fe インビームメスバウアー分光法

SCC の探索で用いたスピン操作法（β-NMR 法）は、

持ち込んで研究を行いました。低エネルギーの電子

結晶中での超微細相互作用を応用していたため、結

とガンマ線のモンテカルロシミュレーションであ

晶中で原子核がどのような振舞をするかということ

る KEK 版 EGS4 コードによって装置を再現し、装

も自然と興味の対象となりました。例えば、図 3 の

置由来の非対称効果を解析やガンマ線のパイルアッ

ように、観測された原子核の偏極度はスピン緩和が

プの効果を排除しました。スピン整列度を決定する

同程度のものでも偏極保持量が大きく変わります。

為に、スピン操作法におけるオリエンテーションの

この減偏極機構は未だ解明されていませんが、興味

解析方法を開発しました。更に、先行研究であった

深い現象だと思います。

「めそん」No.35, 2012 年

春

33

Professional へのスピリッツ

す。インビームメスバウアー分光法は、理研仁科加
速器センターの小林義男先任研究員が精力的に取
り組んでおり、氏と共同研究として推進しました。
57
まず、注目したのは、 Mn の β 線のノイズでした。
57
メスバウアー共鳴検出器として、 Fe 同位体をエン

リッチした SUS 箔を共鳴体として内蔵した電子雪
崩型ガス検出器（PPAC）を使用します。この PPAC
は、電極の構造や筐体材質や内部表面状態および
クエンチガス圧を調整してあり、14.4 keV γ 線以外
の γ 線には感度が無いため、信号ノイズ比 (SN 比 )
の非常に良い検出器です。しかし、電子に関して
はエネルギー分解能が無いため、β 線の背景放射に
対する SN 比の悪化が気になるところでした。放射
線医学総合研究所の重イオンシンクロトロン加速
器 HIMAC を用いて開発及び実験を行っています。
0.5 mm 厚のプラスチック検出器を PPAC 検出器の
前に設置し、これら検出器のアンチコインシデン
20
図 3： 偏極した Na を様々な単結晶にインプラントした場

合の偏極保持量。As はベータ線の非対称パラメータで
As = 1/3。ポンピングレーザーの円偏向の向きをフリッ
プすることで観測した。

スをとることで、β 線ノイズを除去することに成功
しました。PPAC の検出した信号の実に 90 % 以上
が β 線ノイズであることが分かり、図 4 のように
劇的に SN 比を向上させることに成功しました [4]。

さて、国際基督教大学の研究員として着任してか
らは、J-PARC での負ミュオンの特性 X 線の測定の
他にもう一つ研究テーマが有りました。それは、不
57
安定核 Mn を用いたインビームメスバウアー分光

法の開発でした。この方法は、重イオン加速器を
57
用いて β 崩壊性 Mn を生成し、サンプルにインプ
57
ラントしながら、娘核であるメスバウアー核種 Fe

に対して発光メスバウアー分光を行う方法です。発
57
光メスバウアー共鳴は、14.4 keV の γ 線が Fe に共

鳴吸収された際に放出される転換電子を測定するこ
とで効率的に得られます。その共鳴線は固体の内部
場の影響で、ドップラー効果として数 mm/s 程度の
大きさのシフトや、四重極分裂や磁気分裂のような
57
特徴的な分裂として現れますので、 Fe の原子価や

周囲のホスト物質の磁気的情報や停止位置などを得
57
57
ることができます。更に、 Mn/ Fe インビームメ

スバウアー分光法の特徴として、Fe を含まないサ
ンプルにもメスバウアー法で測定が可能で、打込み
ながらのその場観察が可能であり、極少ないインプ
10

ラント数 ( ＜ 10 個 ) で完全に孤立した Fe の周囲
をプロービングすることができることが挙げられま

34

57
57
図 4： Al 金属中の Mn/ Fe インビームメスバウアースペク
トル。アンチコインシデンス法によって SN 比が飛躍

的に改善した。
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このように飛躍的に改善した測定システムによっ

日本大学理工学部大久保尚紀先生が同様の冷凍機を

て、構造の単純な岩塩型結晶中での Fe 原子のメス

所有されていたことから、助言を頂きつつ開発を進

バウアースペクトルを系統的に研究しています。特

めました。真空容器内にサンプル固定用架台を設置

に酸化マグネシウムや水素化リチウム中での鉄原子

し、サンプルホルダーをその架台に固定し、やわら

において、350 ℃ に昇温したサンプル中で、アニー

かい金属線を介してコールドヘッドと熱コンタクト

ル効果によって結晶性が回復することが観測され、 を行う方法で除振を試みましたが、完全には取り除
非常に興味深い結果を得られました。特に水素化リ

けませんでした。「ネジの閉め方の強さで線幅の拡

チウムの結果は、植込み位置が 2 サイト有ることが

がり方が異なる」という助言を思い出し、リジッド

明確に示した結果となり、国際会議 ICAME2011 に

な固定架台を伝わる微弱な振動が問題を起こしてい

おいてポスター賞を受賞致しました [5]。次に取り

るのではないかと考えました。そこで、固有振動

組んだのは、サンプルを冷やす為の冷凍機の開発で

が異なる 5 mm 厚のゴム材を介して架台を固定する

す。低温から高温までのメスバウアースペクトルの

ことで、10 K までの冷却能力を保持したまま、ほ

測定は化学結合の様子を知る為に極めて重要です

ぼ完全に振動を除去することに成功しました（図 5

が、数 mm/s のドップラーシフトを測定しなければ

下）。現在、東京理科大理学部山田康洋先生との共

ならない為、装置の振動には非常に気を遣わなけれ

同研究として、この冷凍機を応用し希ガス Ar を固

ばなりません。そこで、低振動として知られるパル

57
57
体とし、 Mn/ Fe のインビームメスバウアー分光

スチューブ型閉サイクル冷凍機を採用しました。こ

を行うことで、Fe と Ar の化学結合状態を精査する

の冷凍機は普通の GM 型冷凍機のようにコールド

57
研究が計画されています。更に、 Mn の β 線をト

ヘッドに駆動モータを持たないため、従来の冷凍機

57
リガとすることにより、 Fe が物質中に形成されて

と比較して振動を抑えられる利点が有ります。しか

から化学結合が形成されるまでを観測できる可能性

し、無振動という訳では無いようで、コールドヘッ

のある時間分解能をもったメスバウアー分光法の開

ドに直結した場合、共鳴線幅が非常に拡がることが

発も進めています。

分かり、除振を行うことが必須でした（図 5 上）
。
4.

超低速ビームラインの建設
2011 年 9 月より、科研費の新学術領域「超低速ミュ

オン顕微鏡が拓く物質・生命・素粒子科学のフロン
ティア」の A01 班のポスドクとして採用されるこ
ととなり、KEK 物構研の研究員として東海村に勤
務しております。このような大きなプロジェクトに
参加できることなど滅多に有ることはございません
ので、畑違いかも躊躇致しましたが、良い経験がで
きると期待して飛び込んで参りました。さすがに活
気にあふれた研究室であり、大変な刺激を受けてお
ります。また、初めのうちは仕事の進め方でなかな
かフィットしない部分がございましたが、よき先輩
方や頼れる後輩に支えによって、ご迷惑をおかけし
ながらも、どうにか仕事を進めることができており
ます。現在、J-PARC センター MLF ミュオン施設に
おいて、超低速ミュオンビームラインの建設に取り
組んでいます。表面ミュオンを 2000 K のタングス
図 5： パルスチューブ冷凍機に直結した場合の α-Fe メスバ
ウアー共鳴線（上）と本文中の除振を行った場合の

テン標的中に一旦停止させ、タングステン表面から
蒸発してきた熱ミュオニウムを極短パルスレーザー

α-Fe のメスバウアー共鳴（下）
。除振対策後は、冷凍

によりイオン化し、電場で再加速することでエネル

機を動かさない場合の線幅とほとんど変化しなかった。

ギーの揃った、小さなサイズのミュオンビームを生
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成することを目指しています。基本的設計は、KEK

5.

おわりに

のストラッサーパトリック氏によって既に成されて

超低速ミュオンビームライン開発の為にミュオ

おりますが、氏と共同で詳細設計・検討に取り組ん

ン科学の世界に飛び込んで参りました。建設のみで

でいます。有限要素法を用いた三次元静電磁場解析

はなく次の研究展開を視野に入れて研究を行ってい

コード OPERA と PSI で開発された GEANT4 ベー

きたいと考えています。KEK 物構研三宅康博先生

スのモンテカルロシミュレーションコード musrSim

を筆頭に、山梨大学鳥養映子先生、KEK 物構研下

[6] を用いて、設計したビームラインのモデル化を

村浩一郎氏、河村成肇氏、ストラッサーパトリック

行い、最適化や問題点を洗い直しています。特に、 氏、西山樟生先生のご指導の下、2013 年度中の超
最初の超低速ミュオン再加速において、ビームの特

低速ミュオンビームのファーストビーム発生に向け

性が決まってしまいますので注意深く検討を行って

て、昼夜を問わず取り組んで参ります。また、最後

います。例として、再加速およびビーム収束に使用

になりましたが、数多くの共同研究者の皆様、研究

される SOA レンズの電場ポテンシャルを図 6 に示

活動を支えてくださる秘書の方々に深く感謝の意を

します。本光学計算の結果は、第 67 回日本物理学

表しまして、本稿を締めくくりたいと思います。

会年次大会において発表を予定しています。
[1] S. Weinberg, Phys. Rev. 112 (1958) 1375.
[2] N. Dupuis-Rolin et al., Phys. Lett. B 79 (1978) 359,
R.E. Tribble et al., Phys. Rev. C 18 (1978) 2704,
R.E. Tribble et al., Phys. Rev. C 23 (1981) 2245,
R.D. Rosa et al., Phys. Rev. C 37 (1988) 2722.
[3] K. Minamisono et al., Phys. Rev. C 84 (2011) 055501.
[4] T. Nagatomo et al., Nucl. Instru. Meth. B 269 (2011) 455.
[5] T. Nagatomo et al., Hyperfine Interact. in press, (2011)
DOI 10.1007/s10751-011-0487-1
[6] This code is developed by T. Shiroka et al.,
url : http://lmu.web.psi.ch/simulation/.
図 6： SOA レンズの静電ポテンシャルとミュオンの軌道計
算。T はタングステン標的、S1~S4 は加速・収束用の
電極を表す。各電極に与えた電圧は、T = 30.00 kV, S1
= 29.80 kV, S2 = 28.50 kV, S3 = 18.80 kV, S4 = 0 V である。
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ISIS 施設
HiFi 実験エリア活用レポート

理化学研究所

渡邊

功雄

近年の ISIS の実験設備の充実は目を見張るもの
があり、世界唯一ともいえる実験条件である HiFi
施設の活躍は特に目覚ましい。この施設では強磁
場（縦磁場）の印可が可能である。RIKEN-RAL や

Dr. Watanabe, Isao

これまでの ISIS 施設もそうなのであるが、電源や

RIKEN

磁石サイズ、予算等の制限条件より通常の μSR 分
光器は印可可能な縦磁場は大体 4 kG 程度である。
HiFi は超電導磁石を用いることによって最大 5 T の

『がんばろう日本』が合言葉になった 2011 年、私

縦磁場印可を可能にする。パルス状ミュオン施設と

は延びに延びていた ISIS・HiFi エリアでの実験に

しては世界唯一。今後ともしばらく凌駕されること

臨んだ。延びに延びたといっても、結局は自分の仕

がない世界に誇るべき施設である。

事の日程上の都合でどうやってもいいタイミングを
はかることができず、加えて何かと HiFi のほうで
もトラブルがあったりで 1 年半ほどの延期である。
ISIS のミュオン研究施設全般に関しては豊田中研の
杉山さんからのレポートで十分詳しく説明されてい
ると思う。そこで、私は特に HiFi という実験エリ
アに特化したレポートをしたいと思う。

HiFi Magnet

強磁場条件は近年の物質科学研究において極めて
重要なパラメタの一つである。大きいスピンがお互い
にフラストレート状態にある場合、単分子磁石のよ
うに多くのスピンが分子結合状態を通じて巨大なス
ピン状態を形成する場合、また、ミュオニウムなど
がんばろう日本

の大きな超微細場がミュオン位置に発生する場合な
ど、強磁場を用いてのスピンダイナミクス研究はま

実験設備が英国にあること、また理研 RAL ミュ

だまだ開拓領域が多い。実際、ISIS の実験課題審査

オン施設がお隣にあることから、日本人が ISIS ミュ

委員会においても HiFi 利用プロポーザルは極めて多

オン施設を活用することはまだポピュラーではな

く、他のエリアに比べてかなりの高倍率の競争になっ

い。かくいう私も ISIS のご近所（隣だが・・・） ている。新しい実験手法で新しい研究分野を開拓す
で 20 年近くも仕事をしているにも関わらず、これ る熱意は洋の隔てなくまったく同じであると思う。
が ISIS のデビュー戦である。近所の馴染みの小売

HiFi 磁石はパルス状ミュオンに特化した磁石であ

店に足しげくかよいつつ隣の大型店には目もくれな

る。パルス状ミュオンを用いるときに大きな制限と

いという年配の域に達しつつある自分がうらめしい。 なるのが試料空間の確保である。パルス状ミュオン

「めそん」No.35, 2012 年

春

37

世界のミュオン施設を利用して

は個々のミュオンを識別できず直径 20 mm ~ 40 mm

希釈冷凍機もまた大きい。磁石中心までの距離が

のミュオンビームが一度で試料に照射されるために、 長いので冷却器ユニットも長い。システムとしては
バックグランドの軽減を目的とした広大な試料空間

トップロード型である。試料交換に約半日を要する

を必要とする。HiFi も例にもれず、直径 40 cm (400

ので測定計画は注意が必要である。つまり、測定が

mm) の室温ボアを確保し、20 mm を超えるサイズの

終了してユニットを昇温させ撤去ののち試料を交換

試料のマウント領域と検出器を設置している。直径

し、再度冷却を初めて最低温度に達するまでに早く

40 cm の室温ボアを持つ超電導磁石の価格は、経験

て半日。人間寝なくてはならないことを考えると丸

のある方には想像に難くないと思うが、とんでもな

1 日つぶれる可能性もある。その間ビームは出つづ

いスペックであるといえる。事実、磁石の基本は人

けるので実験申請の際、試料交換の日数も考慮に入

間のために用いる CT スキャン用磁石であるという

れた研究計画の策定が必要である。

から驚きである。このような特殊な磁石は、パルス

試料の交換に伴うクライオスタットの冷却は ISIS

状ミュオン活用の多大なる経験を持つ ISIS であるか

スタッフが責任もって行ってくれる。HiFi エリア

らこそなしえたのではないかと感嘆する以外ない。

担当の Dr. James Lord 氏は、前号の豊田中研杉山氏

中心磁場の磁石スペックもさることながら、試料

のコメントにもあるが、極めて親切かつ実験者の立

を冷却するためのクライオスタット整備にも気合が

場に立って作業を実施してくれる大変すばらしい方

入っている。施設利用開始からいきなり希釈冷凍機

である。施設のサポートとはかくあるべき、という

を投入している。その上、Fly-Past セットアップを付

お手本のような方々に囲まれてここまでやってきた

属させ、希釈冷凍機温度においてもすぐれた低バッ

のにもかかわらず、自らの足元が全く整備できてい

クグランドと S/N 比を実現している。ただ、磁石本

ないというのは情けない限りともいえるが・・・。

体がかなり大きいので、すべてが大型になっている。
Fly-Past セットアップは RIKEN-RAL のアルミニウム
製『ミルク缶』に比べて巨大かつごっつく、ステンレ
ス製の延長真空チェンバはクレーンでなければ設置
不可能とのこと。試料サイズが小さくても実験が可能
であるというメリットはきわめて大きく感じるが、サ
イクル途中でこのようなセットアップを組もうとした
場合、設置作業に伴う時間ロスも十分考慮にいれな
くてはならないというデメリットもある。特に遠距
離からなけなしの予算をたたいて参上するような場合
にはどうしても効率性が悪く映ってしまうかもしれな
い。微小試料が測定可能といっても数 10 mg ではや
はり測定はしんどい。微小とはいえ、50 mg 〜 100 mg
程度は準備したほうが何かと安全とは思われる。
希釈冷凍機と Dr. Francis

ごっつい Fly-Past 用真空チェンバ
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3
面白いことに HiFi には He 冷凍機はない。希釈

冷凍機の次に活用できるには CCR と呼ばれるクラ
イオポンプを用いた 2 K までのクライオスタットで
ある。設置はいとも簡単ですべて固定治具でクライ
オスタットの移動が制御されている。RIKEN-RAL
で用いている Mini-Cryostat に比べるとまたややごっ
つい感があるが、取扱いはきわめて勘弁である。英
国人の気質というのかもしれないが、全てのセット
アップは簡便化され、どのような方々が使うにして
も不便がないように配慮されている。逆の意味では
CCR 試料マウント状況

融通がきかないともいえるが、データ取得を最大の
目的としているかぎり簡便に扱える装置が最高であ
ることに違いない。
CCR は HiFi に 対 し て 横 か ら 試 料 を 挿 入 す る。

近年の ISIS の装置整備は徹底しており、毎年の

HiFi 自体はヘルムホルツ型磁石なので希釈冷凍機

ように何かとアップグレードを行っている。10 年

用に上部から、CCR 用の側面からのアクセスを可

以上前であれば RIKEN-RAL の分光器が持つ 200 本

能にしている。つくづく高価かつ効率的な磁石と恐

近い検出器が世界最大のカウント数をたたき出し、

れ入る。クライオポンプはスイッチの ON/OFF の

高統計測定は RIKEN-RAL で実施という流れであっ

みで操作できる。ヘリウムの残量を気にしたり、キャ

たが、今や ISIS での同レベルの高統計測定が可能

ピラリーのつまりを起こさないような匠的技術は全

である。HiFi も例に漏れない。カウンター設置場

く不要である。実験者に求められることは、試料を

所の制限からややカウントレートは落ちるものの、

マウント時に落下させないことと真空排気の手順等

ダブルパルスで 1 時間あたり 30 ~ 40 ミリオン数程

を間違えないことくらいである。

度のミュオン事象をカウントすることができる。見

ただ、5 T の磁場は強力なので付近に磁化するよ

事なものである。この高カウントレートのために実

うな金属を忘れてはいけないという心構えを忘れて

験はきわめてスムーズかついいテンポで進む。温度

はいけない。以前、RIKEN-RAL でたった 4 kG の

条件をうまく合わせれば試料の交換は 30 分程度。

磁場とはいえ、置き忘れた G クランプ（鉄製）が

測定を終了してから次の試料を最低温度で測定する

まさしく Fly-Past してクライオにダメージを与えて

までに 2 時間もみておけば十分であり、ビームのロ

しまったという苦い経験がある。要注意である。ち

スも少ない。このため、基本は CCR で測定を行い、

なみに、5 T でドライバーはちゃんと垂直に OVC

低温の要請があった場合にタイミングを合わせて希

に立つらしい。

釈冷凍機が登場する。外からざっと見ている限りで

試料を CCR の一番先のホルダにマウントし落下
防止のフォイルをかぶせて磁石へユニットを挿入し

は CCR の活用が多く、希釈例時の登場は数割程度
かもしれない。

真空引きを開始すれば測定条件が整う。15 分〜 30

HiFi の日本人利用者はまだまだ少ない。強磁場

分程度真空引きを行いクライオポンプのスイッチを

中の μSR というと皆さんよくイメージされるのは

入れる。温度は 2 K から室温までヒーター一つで制

TRIUMF や PSI における高磁場中横磁場回転測定で

御される。実験者が行うことは設定温度をパソコン

あろうか。確かに縦磁場中から得られるデータの解

から入力するだけなので取扱いは、繰り返すが、至

析はなかなか難しく、パルス状ミュオン特有なバッ

極簡便である。クライオポンプの冷凍能力はみなさ

クグランドの取扱いもあるうえ、これまで測定装置

んもご存じの通りで、最低温度まで達するのに 1 時

がなかったせいもあってなかなか実験自体が企画さ

間程度である。クライオポンプのスイッチを入れ、 れずらかった感がある。しかしながら、実験がなさ
実験メニューを考えたり実験ノートを整理している

れていないということはまだまだ研究領域が未開拓

間に必要とする温度域に達してしまうという感覚で

ということもあるので、是非今後積極的に活用して

ある。

いただきたいと考えている。昔は RIKEN-RAL でも
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強磁場設置の案があったが、予算的・人的問題から
実現できなかった。今後も無理であろう。つまり、
日本のミュオン研究者が強磁場をパルスビームで要
求した場合、実験箇所は ISIS しかない。このよう
なもと、最近 RIKEN-RAL の共同研究を通じて HiFi
の活用を目指した実験計画を練り上げ、実際に ISIS
の実験課題審査委員会へ提出している。2012 年上
半期におけるマシンタイムで、我々理研グループ
の 関 与 す る HiFi 実 験 が 2 件 認 可 さ れ た。 今 後 は
もっと実験数を増やし新な μSR の境地を開拓して
きたいと考えている。幸い、といっては変である
が、ISIS と RIKEN-RAL は仲のよいお隣同士である。
RIKEN-RAL の実験に加えて HiFi の実験も実施する
ことができれば一挙両得ともいえる。2012 年には
いって RIKEN-RAL 側でも人的体制が整いだし、広
範囲での実験協力体制を組むことを可能にしつつあ
る。今後は ISIS と RIKEN-RAL のタッグをより強
固にすることによってより多くの方々に μSR をエ
ンジョイしてもらうことを目指している。
最後になるが、前号の杉山氏の原稿中に、『タク
シーが空港まで迎えにきてくれる』というコメント
があった。ISIS で実験認可された場合にはタクシー

RAL 宿舎 Ridgeway House

が『サービス』されるということであろうか。個人
的にはかなり食指が動かされるサービスであると
いえる。空港から ISIS まではタクシーで約 1 時間、 ときには閑静な田舎の村を眺め、心を休めることも
料金は約○万円となる。ただ、バスで移動すると 3

また ISIS での実験の醍醐味かもしれない。緯度が

時間くらいかかるので、時差を抱えた日本人にとっ

樺太より北なので冬場は陽がとても短い。でもその

てはきわめてありがたいサービスといえる。まだ確

分クリスマスとか街自体が明るくなるので心も踊

認したわけではないが、はやいうちに条件等を明確

る。ISIS のミュオンスタッフはみなさん良いかたば

にして皆様に情報提供を行いたいとかんがえてい

かりなので、英語を気にせずいろいろと話しかけて

る。

いくとまた面白いことがあると思う。

ISIS は人里離れた土地にあるが、宿舎環境は整っ
ている。食事の内容をどうこういわなければ十分
ISIS 内部で完全に世俗から隔離された状態でも生き
ていける。RAL 内宿舎はきわめてよく整備されて
おり、ネット・洗濯機・食堂・TV 等、いたれりつ
くせりといった感もある。実験がメインなのでその
ような厚生条件にとやかく言うのもなんであるが、
人間精神を病んでは全く意味がないので、ゆっくり
休める環境は重要であろう。
そんな隔絶された世界でも最近通常世界との連絡
性はよくなってきている。オックスフォードへのバ
スは毎時で 1 日に約 10 往復、近隣のアビンドン村
へは日に数往復と交通の便もいい。実験につかれた
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がほとんどである。しかしながら、所属機関を見る
とシンガポール国立大（NUS）に加え、中国の大学

ICMAT2011 (Suntec, Singapore)

そしてインドの大学が極めて多い、この 3 各国でほ
とんどの割合を占めているのではなかろうか。

理化学研究所
岩崎先端中間子研究室

渡邊

功雄

Dr. Watanabe, Isao
Advanced Meson Science Laboratory, RIKEN

ICMAT 会場の巨大なロビー。

これまでいろいろと
アジア各国における大
学との共同研究をさが

発表内容は多岐にわたる。しかしながら、印象と

してきたせいであろう

してナノテクノロジー関連の発表が多い。日本人も

か、 縁 あ っ て シ ン ガ

時々見受けられるが、やはりナノテク関係の発表が

ポールの国際会議で

ほとんどである。主催者である NUS がナノテクに

ミュオンに関しての講演をさせいただく機会を得

力を入れているせいであろうか。面白いのは、ナノ

た。ICMAT2011 という、おそらくにして『めそん』 カーボンチューブに関する研究が多いことである。
の読者の方々にはあまり縁のない会議であると思

ナノの応用の世界はすでにナノカーボンに集中して

う。
会場はかのマーライオンで有名なシンガポール。 いるのであろうか。研究内容はナノカーボンの物性
近隣諸国へは立ち寄っているが、シンガポールには

とかではなく、ほとんどが合成とその応用である。

立ち寄ったことがついぞなかった。これもまた縁と

ここにこの会議の主旨が現れている感がある。

思い二つ返事で講演を引き受けた。行きの飛行機で

私の発表もナノ関連の一部としての発表であった

は業界の方と思われる人が多く、やはり業界人は一

ため、どちらかというと場の雰囲気にやや合わない

種異様な雰囲気を持つものであると再確認した次第

のではないかという感もぬぐえなかったが、意外

である。といっても自分もその業界人の 1 人なので

なほどに聴衆も多かった。そこで声をかけてきた

人のことを言えた義理ではないのであるが・・・。

NUS のとあるグループと話ができたことは今後の

会場は見事なものである。さすがはアジアの雄た

RIKEN-RAL のためにも一つのお土産となったと思

るシンガポール。登録料もさることながら、会場の

う。一期一会の縁を今後とも大切にしていきたいと

見事さに目をみはるものがあった。会議自体になじ

つくづく思った。

みがないので、どのようなものかと思っていたら

ナノカーボンは思ったより技術が進化している模

びっくりした、というところであろうか。調べてみ

様である。今やナノサイズの『毛』のようなナノカー

れば参加人数は 3,000 人超。会場も 10 以上のパラ

ボンを『きれいに密にはやす』技術が最先端らしい。

レルセッションが連日続くという、まさに日本物理

何の役にたつのか不思議であったが、後程、これが

学会の物性系分科会のごとくである。オーラル・ポ

縁料電池の電極表面に応用可能であることを知り驚

スターともに連日の満員御礼状態で会場はきつき

いた。ナノもエコにつながっているのである。触媒

つ。参加者をざっとながめるとやはり中国系参会者

というわけではないが、この『ナノの毛』にさらに『ナ
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ノの被服』をする技術もあるらしい。これもまた最

た。食に結構困ったのは意外だった。会場は街の中

先端の研究発表として扱われていた。ナノの世界は

心でビル街にある。しかし地下鉄で一歩外に出ると

よくわからないが、まだまだいろいろな可能性を秘

極めて庶民的な風景が広がっている。うす汚れてい

めていることは理解できた。大変残念なことにこの

るシャツ 1 枚の兄ちゃんが大量のドリアンを売って

『ナノの毛』は頭皮には向いていないらしい・・・。 いるのもシンガポールの違った一面であることが分
かった。

ポスターセッションの様子。

ゆうに 1,000 人は超す会場食堂。

いくつか並行して進むオーラルセッションよりも
ポスターセッションのほうがより盛況であるように
思えた。国際会議なので当然英語が発表言語なので
あるが、主要 3 か国からの参加者が極めて多いので、
後ろで議論を聞こうにも言葉が全く不明である。ど
ちらかというと英語での会話のほうが少なかったよ
うに思えてならない。学生さんも多く、質問しても
私の英語が通じず会話にならなったことも多々あっ
た。といってもここはシンガポール。シンガポール
英語を私も全く理解できなかったのでお互い様と
いったところか。
シンガポールはほぼ赤道直下の国である。日中は

町はずれで売っているドリアン。

照りつける太陽が厳しく気温も余裕で 30℃ を超す。
しかしながら、雨が多いのにはびっくりした。日中
カッと晴れているかとおもいきや、午後には一点に
わかにかき曇り、入道雲がにょきにょきでてきてい
きなり超雷雨、といった日が連日のように続く。故
郷・宇都宮の夏の夕方を思い出す。シンガポールは
華僑の国である。食はさぞやおいしいとおもいき
や、会議で供された 1,000 人はゆうにカバーできる
バフェットは意外と・・・・、といった感じで、一
回は試してみたがそれ以降は外の食堂で食事をとっ
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ISCOM2011 (Gniezno, Poland)

埼玉大学大学院理工学研究科
物理機能系専攻物理学コース

伊藤

美穂

Miss Ito, Miho
Department of Physics, Saitama University

TMTTF 系の物質における発表では、Localization
Effect、Anisotropy、Charge and Anion Ordering、
Generic Phase Diagram、圧力下 NMR などの報告が
見られました。BEDT-TTF 系物質、dmdt 系物質に
おいても多数の興味深い報告がありましたが、ペー
ジの関係上割愛させていただきます。
他にも、極小結晶における電気抵抗測定法 / 電気
化学的酸化還元法など、結晶合成上たいへん興味深

2011 年 9 月 25 日 か ら 30 日 ま で、 ポ ー ラ ン

い報告を聞くことができました。結晶合成法につい

th
ド の グ ニ ェ ズ ノ に て 9 International Symposium

ても多数の報告があり、化学合成分野では新しい有

on Crystalline Organic Metals, Superconductors and

機分子の発表も見られました。

Ferromagnets (ISCOM2011) が行われました。会場は

ポスターセッションでは、自身も発表の機会いただ

Collegium Europaeum Gnesnense の大学の一部を貸し

き、
「Studies of organic antifferomagnet, D8-κ-(BEDT-

切って行われ、総勢 200 名以上がこの国際会議に参

TTF)2Cu[N(CN)2]Br by using μSR methods」 と い う

加しました。国際会議が行われた街グニェズノは、 タイトルで、日頃の研究の成果を発表しました。発
通称『ポーランドのゆりかごと』も言われ、ポーラ

表では多数の方々に聞いていただき、質問や今後の

ンド史における重要な都市の一つです。二つの塔を

研究課題の提案などをしていただきました。日頃英

備えた教会の前に広がる湖の袂で行われた会議につ

語を用いた発表経験が少ないため、今回のポスター

いてご報告したいと思います。

セッションはとても良い経験になりました。今回の
国際会議に同伴した研究室の後輩にも、英語で発表
/ 質疑応答するという難しさ、面白さを伝えること
ができたと感じました。

今回の会議では、低次元系の有機伝導体について、
多数の報告がなされました。わずか 5 日間の開催で
はありましたが、早朝から夜までたくさんのオーラ
ルならびにポスターセッションがあり、連日多くの
発表を聞くことができました。この会議は有機伝導
体分野に特化しているため、毎日参考になる発表を
聞くことができました。
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最後に、ポーランドは物価がとても安くわずか
七千円程度で過ごすことができるすばらしい国で
す。ポーランド料理はとても美味しく、日本人の味
に合いました。ソフトクリームも連日食べました
が、まろやかで飽きの全くこない味でした。今回会
議を行った町グニェズノでは、観光客の割合が極端
に少ない町のようで、我々日本人が歩いていると振
り返って見られたりすることが多くありました。一
般の人には英語も通じず苦労しましたが、ポーラン
ド語を少しずつ覚えることができ、語学勉強の面で
も有意義だったと感じています。
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素の Fe を含むことから世界中でメスバウアー分光
が利用され、その重要性が再認識されています。一

ICAME2011（神戸国際会議場）

方、放射性同位体をγ線源として使わないで、放射
光や短寿命不安定核ビームを利用した新しいメスバ
ウアー分光研究も展開されています。放射光は大強
度で微小領域を観測可能とするので、次世代観測手

理化学研究所
岩崎先端中間子研究室

小林

義男

Dr. Kobayashi, Yoshio
Advanced Meson Science Laboratory, RIKEN

段として大いに注目されています。
ICAME は、上記の様々な分野における応用研究
や新しい測定技術の成果発表の場として 2 年に 1 度
開催されています。参加者の専門分野も多岐にわた
り、思いがけない視点からの質問を受けるので、研
究者にとって刺激のある有意義な会議の一つです。
当初は、東京開催で計画と準備がされていました。
しかし、開催の半年前に起こった東日本大震災と福
島原発事故の影響を受け、急遽、開催場所を神戸に
移した経緯があります。開催に向けた様々な困難が
ありましたが、組織委員長 吉田豊氏（静岡理工科
大教授）、西田哲明氏（近畿大教授）や小嶋憲道氏（東

「メスバウアー効果の応用に関する国際会議 2011

京大教授）を中心とした主催者側全員の努力により、

(ICAME2011)」（山田科学振興財団 後援）が、兵庫

無事開催することができました。このような状況の

県神戸市の神戸国際会議場で 2011 年 9 月 25 日〜

ため、参加者（おもに海外から）は前回 2009 年（ウ

30 日の 6 日間開催されました。メスバウアー効果

ィーン工科大）から減少しましたが、25 カ国総勢

は、1958 年の R.L. Mössbauer による発見以来、原

182 名が集まりました（写真 1）。その内訳は、ヨー

子核のエネルギー準位と物質構造を密接に結びつけ

ロッパ 71 名（うちドイツ 16 名）、北南米 11 名、ア

る物理的測定手段として幅広く応用されています。 ジア 97 名（うち日本 80 名）、アフリカ 3 名でした。
赤外分光や核磁気共鳴などと似て、γ 線の共鳴吸収

国際メスバウアー委員会 Chair person の D.L. Nagy

あるいは発光スペクトルを観測するもので、共鳴ピ

教授（ハンガリー）の挨拶と、会議直前 9 月 14 日

ーク位置や線形、分裂などから目的元素の物質中で

に他界した R.L. Mössbauer のご冥福と弔意を全員

の電子状態・スピン状態・化学結合・振動状態な

で 捧 げ た 後、W. Keune 教 授（ ド イ ツ ） の Keynote

どの microscopic な知見はもとより、析出・原子拡

Lecture で 5 日間の会議がスタートしました。招待

散・格子欠陥・相転移などに至る広範囲な情報を得

講演は 20 件、口頭発表とポスター発表を合わせた

ることができます。物性物理のみならず化学・生命

一般講演件数は 233 件で、講演は以下の 10 の研究

科学・表面科学・宇宙科学・窯業・工業などの自然

カテゴリーに分類されています。（カッコ内は Oral

科学から考古学や美術修復学の社会科学分野までを

件数＋ Poster 件数）

網羅して利用されています。会議名が「Mössbauer

T1 Materials Research for the Environmental

spectroscopy」 で は な く「the Applications of 〜」 と

T2 Advances in Experimental Techniques and Methodology

されていることに、この会議の特徴が表現されてい

T3 Theories of Hyperfine Interactions

ます。

T4 Dynamics

NASA による火星表面岩石のメスバウアー分光結

T5 Biological and Medical Applications

果から、水の痕跡を示す水酸基 –OH を含む鉄ミョ

T6 Chemical Applications

ウバン石 Jarosite 成分が発見され、生物の存在の可

T7 Nanomaterials

能性が示唆されたことは記憶に新しいところです。

T8 Solid State Physics

最近では、東工大グループが発見した Fe 系超伝導

T9 Earth Science, Mineralogy, and Archaeology

物質とその類似組成試料は、典型的メスバウアー元

T10 Materials Science and Industrial Applications
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一 般 講 演 の 他 に は、 第 2 日 夜 に、 特 別 講 演 と

会 議 の Proceedings は「Hyperfine Interactions」 の

し て 馬 場 護 氏（ 東 北 大 教 授 ） に よ る「Fukusima

WEB で近々に公開発行されます。物質の目的元素

Accident: What Happened?」という講演が行なわれ

がメスバウアー元素である場合、メスバウアースペ

た。福島第一原発事故の原因と（当時の）状況に

クトルはその電子構造や磁性を解明する有用な情報

ついて、たいへん解りやすい説明と解説がありま

を与えます。μSR 法と組み合わせれば、時間的ス

し た。 最 終 日 の Hot Topics Session で は、Fe–As 系

ケールの違いからより深い理解を導き出すことは間

超伝導物質の発見者である神原陽一氏（現 慶応大

違いありません。日本には多くのメスバウアー研究

理工）の「Iron-Based Superconductors Veiled Probing

者がいるので、核物理や核化学や RI 線源の取り扱

Internal Magnetic Field of Element」の講演がありまし

いを知らなくても、気軽に私たちに測定をお願いす

た。発見までの経緯とその後のランタニド元素を変

ることをお勧めします。

えた LnFeAsO1-xFx (Ln = La, Ce, Pr, Nd, Sm) について
57

次回 2013 年の ICAME は、クロアチアで開催さ

の Fe メスバウアー分光と核共鳴散乱実験の結果

れます。ご興味ある方は、http://www.Icame-2013.hr

の報告がありました。ご存知の通り、μSR とメスバ

を是非ご覧ください。

ウアー分光法の両方を取り入れた Fe–As 系超伝導
物質の研究は、世界中で行なわれています。今回の
会議では、H.-H. Klauss（ドイツ）のグループによ
る CeFeAsO1-xFx, CeFeAs1-x OPxF, Ce0.8Fe2Te2 に関する
超伝導と磁化の相関関係や Sanchez（ブラジル）ら
による Ba0.5K0.5Fe2As2, Sr0.5Na0.5Fe2As2 の物性測定報
告では、活発な議論がなされました。

神戸国際会議場中庭での集合写真
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WG3: Accelerator Physics
WG4: Muon Physics and other High Intensity applications

NuFact11 (Geneva, Switzerland)

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 で
は、ニュートリノ質量や質量混合角、反応断面積に
関する理論、実験の報告、ニュートリノビームに関

高エネルギー加速器研究機構

する加速器関連の計画や R&D に関する報告などが

素粒子原子核研究所

ありました。また、それぞれのワーキンググループ

豊田

晃久

Dr. Toyota, Akihisa

において、個々の実験についての報告がありました。
私は 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。

Institute of Particle and Nuclear Studies, KEK

2011 年 8 月 1 日 か ら 6 日 に か け て XIIIth
International Workshop on Neutrino Factories, Super
beams and Beta Beams (NUFACT11) が開催されまし
た。この国際ワークショップではニュートリノ物理

最初のプレナリーの部屋があまりにひどかったの

やそれに関連した加速器物理、またミュオンニュー

で WG4 はよっぽどひどい場所かと思いきや、なん

トリノの生みの親 ( ？ ) とも言えるミュオン物理に

と CERN 所長室の上にある最上級の会議室がアサ

ついて議論される国際会議です。このワークショッ

インされていました。TV 会議システムも最新で眺

プは毎年持ち回りでヨーロッパ、北米、アジアの順

めもすばらしくコーヒーを飲みながら和やかに議論

で行われます。今年はヨーロッパ年ということで、 するのに最適でした。ここでは μe 変換実験につい
スイス・ジュネーブにて会場は CERN とジュネー

て議論が行われ μN→eN 探索を行う Mu2e 実験およ

ブ大学の二か所、参加者は 191 名でした。

び μ→eγ 探索を行う MEG 実験について紹介されま

会議はなにか別の会議と重なったようで 1 日目と
5、6 日目が CERN で 2、3、4 日目がジュネーブ大

した。
2 日目からは会場がジュネーブ大に移りました。

と変則的な形で行われました。CERN では会場も制

このあたりは旧市街に近く、駅周辺とは異なり公

限され最初のプレナリーは Filtration Plant という名

園の周りにおしゃれなカフェが立ち並ぶ川沿いの

前のままのものがあった場所を改装した貧相な場所

歴史ある落ち着いた雰囲気で CERN とは違った魅

で、しかも誰も場所を知らないためたどり着くのに

力 が あ り ま し た。 私 は 2、3、4 日 目 の WG4 お よ

も苦労しました。

び WG3, 4 合同セッションに参加しました。ここで

ワークショップは 4 つのワーキンググループ

は Belle の Charged Lepton Flavor Violation 実 験 や、

(WG) に分かれています。

PSI の μ→eee 実験、TRIUMF のミュオン崩壊パラ

WG1: Neutrino Oscillation Physics

メータを測定する TWIST 実験が紹介されました。

WG2: Neutrino Cross-Sections and Detectors

J-PARC 関連では、ハドロンについては μ→eγ 探索
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を行う COMET 実験の現状紹介、MUSE について

Web に載っている有名なスリなのでみなさまも気

は、μN→eN 探索を行う DeeMee 実験、Muonium 超

を付けてください。

微細構造測定を行う MuHFS 実験、g−2/EDM 実験に

またちょうど会議期間中にジュネーブフェス

ついて講演が行われました。特に今回 MuHFS 実験

ティバルが開かれていて、レマン湖畔に花火があが

では私も含めて 5 人の登壇者を送り込んで小所帯の

り、移動遊園地が複数（！）展開されてとてもにぎ

WG4 でかなりの部分を占めており、まるでグルー

やかでした。酷暑にみまわれた日本とは異なりとて

プミーティングのような様相を呈していました。5

も涼しく快適に過ごせました。

日目はちょっと会議をお休みして東大の松田さん、

最後に次回のお知らせです。

鳥居さん、および学生さん達に ASAKUSA を見せ

NUFACT12 は、2012 年 7 月 23 日 か ら 28 日 ま で

ていただきました。

Williamsburg, VA, USA にて開催予定です。
NUFACT12 ホームページ；
http://wwwold.jlab.org/conferences/nufact12/

今回の会議はかなりの部分がニュートリノ現状
と将来計画に stick していて、そのほかのパートに
参加したり、様子を見に来る人はほとんどおらず、
交流がほとんどないという惨状でした。ミュオン周
りの加速器計画や物理について議論する場としては
あまりふさわしくない印象だったのが残念でした。
ただミュオン周りの実験は J-PARC が順調に強度を
増すにつれて新プロジェクトが次々に立ち上がって
いるため、今後の展開が大いに楽しみです。
今回はエクスカーションが適当にジュネーブを
散策するという手抜きもいいところでした。コン
ファレンスディナーはレマン湖クルーズで味はとも
かく雰囲気は良かったです。
スイス・ジュネーブは物価が高いもののとても
安全で治安が良いところ、と書きたいところですが、
なんともスリの瞬間を 3 回も目の当たりにするとは
思いもよらなかったです。5 年前に来たときはもっ
とのんびりしていたので驚きました。時計を見せて
そのすきに足を引っ掛ける手にひっかかりかけた S
村さん、トラムに乗る際にコインを落として乗せな
いようにしてその間に狙われた K 村さんなど実害
がなくよかったのですが危うかったです。いずれも
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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
教授

門野

・ 2011 年度第三次補正予算

良典

表記予算では、震災復旧・復興のためとして約 9.2
兆円という大規模な予算が計上され、昨年秋の国会

Prof. Kadono, Ryosuke
Institute of Materials Structure Science, KEK

で審議された結果 11 月 21 日に成立した。このうち、
高エネ機構については全体で二百億円をやや上回る
予算を付与され、これにより大きく施設の復旧・復
興が前進することが期待される。ミュオン関連でも、
三十年以上稼働している超伝導ソレノイド磁石の更

1.

高エネ機構／物構研の動静

新をはじめ、主要な二次ビームライン機器とその付
帯装置を作り直す「復興」項目が相当の規模で予算

・ 概要
東日本大震災から既に 11 ヶ月が経とうとしてい

計上されており、機構内での調整・再配分も含めて

る。読者がこの報告を目にする頃は丸 1 年後という

機構長の最終裁定を待っている段階である。

節目も過ぎ、復旧した J-PARC が次のステップへ向

・ 2012 年度予算

けて様々な準備を始めている様子を見聞きする機会

前述の第三次補正予算が大規模であったこともあ

も増えるだろう。高エネ機構も 2012 年度には執行

り、次年度予算への影響が心配されていたが、本機

部体制を一新し、次の中期計画策定に向けて動き出

構に関しては幸い昨年度実績をわずかだけ（0.8%）

す。ここでは、この半年におけるミュオンに関連し

下回る運営費交付金の予算内示を受けている。この

た機構の会議、委員会等の内容を報告するとともに、 うち J-PARC に関する部分（特別経費）は 2011 年
震災復旧、関連予算の動きについて現時点での状況

度と同額（約 66 億円）となっている。しかしながら、

を簡単にまとめておく。なお、前回の報告
（昨年 8 月） 既に報じられているように今後東京電力は電気料金
以降、物構研運営会議が 2011 年 9 月 6 日、12 月 11

の引き上げを求めて来るものと予想され、予算の相

日、2012 年 2 月 2 日と開催された。また、物構研

当部分を占める電気代の上昇により J-PARC 全体の

ミュオン共同利用課題審査委員会（PAC）も同年 1

運営を圧迫される可能性があることを付記しておく。

月 16 日に開催され、S 型課題の審査が行われている。
2.

・ 新運営体制
周知のように、2011 年 11 月に行なわれた経営評
議会において、次期高エネルギー加速器研究機構長
として鈴木厚人氏の再任が決まった。これを承けて、

ミュオン科学研究系の動静

2-1

大学共同利用

・ 2011A/B 期一般課題実施状況
震災で J-PARC での実施が不可能になった 2011A

物質構造科学研究所でも 2011 年 12 月の運営会議で

期のミュオン共同利用実験課題のうち、海外施設で

次期所長の選任が行われた結果、山田和芳氏（現東

の実施希望のあった 12 課題について、RAL ミュオ

北大 WPI 教授）が推薦され、その後経営評議会で

ン施設での実施を物構研／ J-PARC センターから理

承認された。さらに、明けて 2012 年 2 月の運営会

研仁科センターに要請し、引き受けて頂いたことは

議では、山田次期所長から物構研主幹・センター長

前回報告した。その後、理研側でのビームタイムの

人事について一括での提案がなされ、議論の末了承

不足等の事情もあり、やや実施数を減じて MLF 課

された。なお、J-PARC センターの下での体制等は

題審査部会において採択（Accepted）とされていた

これから決まる部分もあるため、人事体制の全体像

9 課題（表 1 参照）について実験実施が開始され、

については次回の本報告に譲る。

現在までのところ順調に進行している。
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表 1：2011A/B 期ミュオン共同利用実験採択課題
J-PARC
Muon No.
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なお、2011B 期課題については、次項に述べるよ
うに J-PARC 復旧に伴って MLF でも 2012 年 2 月か



・ ミュオン共同利用課題審査委員会（ミュオン PAC）
：
1)

S 型課題

ら大学共同利用実験が再開されたことから、これら

2012 年度実施の S 型課題募集が昨年 12 月 2 日に

についてはすべて 2-3 月の MUSE のビームタイム

締め切られた結果、3 件の応募があった。いずれも

で実施される予定である。

前回の公募・審査で二段階審査のうち一次採択とさ
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れたもので、二次採択に向けての応募と見なされる

の検査手続きが 11 月に行われ、無事認可された。

ことを承け、ミュオン PAC および MLF ミュオン装

かくして MLF 第 2 実験ホールで続いていた復旧

置部会の下にある「実験技術評価分科会」
（分科会長：

作業およびビームライン改造作業は 2011 年 11 月末

久保謙哉）を 12 月 19 日に合同で開催し、それぞれ

までにおおむね終了し、12 月に入ってからは加速

の提案実験について評価を行った。

器のビーム受け入れのための準備作業が本格化し

年明けに同分科会からの技術評価報告書の提出を

た。12 月 22 日には 3 GeV RCS からの陽子ビームが

承けて、1 月 16 日にはミュオン PAC が開催され、 MLF の水銀標的に入射され、中性子の発生が確認
同報告書に基づいて課題審査を行った結果、1 件を

された。この段階ではミュオン生成標的は未挿入で

二次採択、他の 2 件については採択保留となった。

あったが、年明け 1 月後半の加速器運転再開に伴い

2)

24 日にミュオン生成標的を挿入、陽子ビーム出力

P 型課題の導入
ミュオン大学共同利用実験の新たなカテゴリーと

120 kW で無事ミュオンビームの発生も確認された。

して、一般課題 /S 型課題の予備実験、あるいはミュ
オン利用の未経験者を対象とした「P 型課題」を導
入することを施設側より提案し、ミュオン PAC で
審議の結果これを了とする結論が得られた。P 型課
題は既に放射光で実施されており、ミュオンの制度
についてもこれをひな形にしている。ただし、現在
ミュオンでは当面の間利用出来るビームラインが 1
本と限られていることから、一期ごとに受け入れる
件数や 1 件当たりのビームタイムを相当に制限した
ものになっている。今後はこの提案を MLF ミュオ
ン部会、MLF 施設利用委員会に対しても提案・了
承を得るとともに、順次課題受け入れの準備を進め
て行く予定である。
・ 2012A 期ミュオン共同実験課題
2012A 期の一般課題については、昨年 12 月 7 日
に募集が〆切られ、21 件の応募があった。これは
震災前とほぼ同じ件数であり、大学共同利用も旧に
復した観がある。現在レフェリーによる審査が行わ
れており、来る 3 月 2 日に開催の物構研・MLF 合
同分科会、及び MLF ミュオン課題審査部会で最終
的な結論が得られる予定である。

図 1：（上）震災で破損したヘリウム配管。外溝の陥没により配
管やラックが下向きに折れ曲がっている。
（下）
同修復後。

2-2

MUSE 施設関係
これにより MLF での中性子・ミュオン源がいずれも

・ 震災被害からの復旧
先の震災では、MLF 建屋と周辺を繋ぐ様々なユー

完全復旧を果たしたと言える。1 月 25 日からは D1/

ティリティー配管が断裂、破損したが、ミュオン施

D2 エリアにおいてキッカーシステムのコミッショニ

設においても D ライン超伝導ソレノイド磁石用の

ングを主な目的としたミュオン利用実験が開始され

圧縮機室と MLF 建屋とを結ぶヘリウム配管が建屋

ており、2 月 1 日からは 2011B 期の大学共同利用実

貫通口付近で大破し、超伝導ソレノイド磁石システ

験も予定されている。大震災により J-PARC 全体が

ムが運転不能となっていた（図 1）。この被害につ

大きな損害を受けたにもかかわらず、約十ヶ月とい

いての修理・復旧作業が 9 月〜 10 月に行われ、施

う短期間に復旧を遂げることが出来たことは、職員

工業者（太陽日酸）による試験・検査が完了した。 の努力に加えて多方面の関係者の支援・助力の賜物
これを受けて、茨城県庁による高圧ガス施設として
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・ 超低速ミュオンビームライン

が出ないような措置が取られることになった。その

同ビームライン基幹設備の一つである「超伝導湾

後、12 月末までに改修作業が完了し、年が明けた 1

曲ソレノイド電磁石」（東芝）は，9 月末に組み立

月 9 日から製造元で冷却試験に入り、液体窒素によ

てが完了し、10 月から芝浦工場内に GM 冷凍機を

る予冷の助けを借りることなく、ほぼ 20 日で最低

持ち込んでの冷却、励磁試験を開始した。冷却試験

温度に到達した。これを承けて、引き続き励磁試験

では、予冷に予想以上の時間がかかったこと、さら

が行われており、励磁・クエンチのくり返しによる

に内部の温度分布で一部設計値を上回ったままの測

トレーニング特性の確認作業が進行中である。

定点があるなど、冷却性能に不安が残る結果となっ
た。さらに、励磁試験では、励磁・クエンチのサイ
クルを繰り返しながらコイル電流を徐々に上げる
「トレーニング」を相当程度の時間継続したものの、
クエンチ前の電流値が定格値 83 アンペアに到達し
ないことが明らかになった。

図 3： ニチコンで試験中の 400 kV 静電分離器。軸収束ソレ
ノイドに組込まれる。

一方、施設側では放射線申請に即したビームライ
ンの準備作業が行われ、湾曲、軸収束両ソレノイド
系を収める領域に遮蔽体が設置された（図 2）。さ
らに、付随する冷却水路工事も完了し、今後レーザー
を収めるクリーンルームの設置が予定されている。
なお、H22 年度補正予算による軸収束超伝導ソレ
図 2： MLF 第 2 実験ホールミュオン BL。ピンク色のブロッ
クが U ライン軸収束超伝導ソレノイド磁石系を覆う遮
蔽体。右は D ラインと新しい D1 エリア。

この事態を受けて、超伝導工学センター、東芝と

ノイド磁石については、同じく東芝にて製作が行わ
れており、400 kV 静電分離器（ニチコン、図 3）と組
み合わせての試験に向けて準備がすすめられている。
・ S ／ H ライン M2 トンネル内整備

も慎重に検討を重ねた結果、何らかの重大な不具合

放射化の進行に伴い、作業環境の悪化が懸念されて

によりコイルに対する冷却能力が十分得られていな

いる S および H ラインの M2 トンネル内機器のうち、

い、との結論に達し、10 月 28 日に予定されていた

S ラインの四重極電磁石、および H ラインの先頭 MIC

電磁石の東海への移送・搬入を中止することとした。 電磁石と偏向電磁石について製作が進行中である。
ま ず S ラ イ ン に つ い て は、 最 初 の 偏 向 電 磁 石
これにより、湾曲ソレノイド磁石の検収は大幅に遅
れることとなり、放射線申請上の U ラインの状態 （SB1）の下流に設置する Q トリプレット SQ456 の
が変わる等、12 月下旬の J-PARC ビーム試験運転へ

設計・製造に着手した。コイル以外は先行して製造

向けたスケジュールに対する影響が懸念されたが、 した SQ123 と同一のため、設計はほぼ完了し、図
多方面にわたる関係者の努力により試験運転に支障
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MIC だが、SQ456 はポリイミド絶縁のホロコンを

いて詳細な報告が行われた。午後には東北大学の大

使用するため異なる設計となる。）

野英男教授による招待講演が行われ、磁性半導体の

一方、H ラインについては 7 月末の開札以降、先

巨大磁気抵抗、異常ホール効果について、最新の研

頭の大口径ソレノイド電磁石（HS1）と偏向電磁

究成果も交えたレビューがなされた。その後は引き

石（HB1）を設計・製造に本格的に着手した。特に

続き 2 日間にわたり、主に 2010 年度の MLF 利用

HS1 の設計は大電流、高電圧となるため、冷却水・

による研究成果、装置開発について 5 つのセッショ

電源などの観点と合わせて R&D を行っている。コ

ンに分けて講演（口頭発表、ポスター発表）が行わ

イル用の MIC 線に関して、現状の仕様では冷却水

れた。ミュオン関係では μSR による電池材料や誘

温度の上昇がかなり高くなることが分かり、試作機

電体材料の評価などグリーンイノベーションに関す

を製造することを検討している。

る研究、あるいは負ミュオンを用いた原子分子物理

・ D ライン整備

の基礎研究についての口頭発表が行われた。

既設の D1 エリアは、U ラインの直線部と一部
干渉することから、D1 エリアの大幅な改造が行わ
れた。図 2 からも明らかなように、新しい D1 エリ
アはビームスライサーを除いた分だけ上流側に移動
しており、なおかつ以前より切り詰められた面積に
なっている。2011B 期は、ビームキッカーシステム
導入後初めてのビーム運転となるため、まずはコリ
メーター等を置かずにプロファイルモニターを用い
てのビームラインコミッショニングが 1 月 24 日か
ら行われており、キッカーオン／オフも含めてビー
ム特性の確認作業が進行中である。
3.

図 4： MLF シンポジウムの参加者による集合写真

・ KEK- 東北大連携ワークショップ：

イベント・会議

・ MLF シンポジウム

東北大と KEK の間の大学間連携を推進するため

今回で第 3 回目となる表記シンポジウムが、2012

に、東北大の学内組織として「量子ビーム科学研究セ

年 1 月 19 日、20 日の二日間にわたり東海キャンパス

ンター（仮称）
」を設置する計画が進んでおり、KEK

に隣接するいばらき量子ビーム研究センター大ホー

の持つ量子ビームの紹介、および潜在的な利用者とな

ルで開催された。シンポジウムは「研究成果に加え、 る東北大側の関連する研究の紹介を目的としたワー
将来に向かっての話を中心に議論していただきたい」 クショップが 2011 年 12 月 20 日〜 21 日と 2 日間に渡
との新井 MLF ディビジョン長の挨拶により開会、来

り東北大金研にて開催された。ミュオン科学研究系

賓挨拶では文部科学省量子放射線研究推進室長の

からも多くの職員が参加し、特に整備が進みつつあ

原克彦氏から、
「我が国の基盤を支える大型研究施

る超低速ミュオン利用の可能性について、東北大の

設として、特にグリーンイノベーション、ライフイノ

関連研究者と有益な意見交換を行うことが出来た。

ベーションの分野で良い成果をだし、社会に還元され

・ 新学術領域研究「超低速ミュオン顕微鏡」領域会議

ることを示していただきたい」との言葉を頂いた。

昨年の表記科研費採択後初めてとなる領域会議

MLF の復旧状況の報告では、長期にわたる膨大

が、2012 年 1 月 7 日〜 9 日と開催された（会場：

な作業に皆が一丸となって取り組んだこと、そして

山梨県石和温泉）
。本科研費では、U ラインの直後

昨年 5 月に策定した復旧工程にほぼ沿って昨年 12

に超低速ミュオン発生・輸送光学系、および μSR

月末には MLF へのビームを受け入れ、および中性

分光器等の実験装置を開発・整備し、幅広い分野の

子の発生が確認され、いよいよ運転を再開できる状

研究を展開することが計画されている。会議では、

態になったことが報告された。また MLF の新展開

4 つの計画班で目指す研究・開発について改めて情

として、中性子源、中性子利用、中性子基盤、ミュ

報共有を行うとともに、計画班の間の連携をどのよ

オンの各セクションからも復旧活動と将来計画につ

うに進めて行くか等について活発な議論が行われた。
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理化学研究所 仁科加速器研究センター
理研− RAL 支所ミュオン施設報告

理化学研究所 仁科加速器研究センター

・ 2011/4 サイクル（2011 年 11 月 22 日 -12 月 22 日）
：

松崎禎市郎

理研側ミュオン物性 6 課題、英国側レーザーミ

理研 -RAL 支所

ュオン物性 1 課題、超低速ミュオンビーム発生実験
Dr. Matsuzaki, Teiichiro

1 課題を実施した。

RIKEN, Nishina Center for Accelerator-Based

・ 2011/5 サイクル（2012 年 2 月 21 日 - 3 月 29 日）
：

Science, RIKEN-RAL Brunch

J-PARC Muon PAC 採択の 2 課題、理研側ミュオ
ン物性 6 課題、英国側ミュオン物性 3 課題、超低速
ミュオンビーム発生実験 1 課題課題を実施する予定。

(1) J-PARC Muon PAC 採択課題実験の実施

(4) 次回の実験課題採択委員会

理研仁科センター、KEK、J-PARC センターのミ

次回の第 9 回実験課題採択委員会（ML-PAC）は

ュオン科学に関する研究協力協定に基づき、東日

2012 年 4 月頃に開催する予定であったが、諸般の

本大震災のため実施できなくなった 2011 年度前期

事情により数ヶ月延期することとした。課題募集予

J-PARC Muon PAC 採択課題実験を、理研 -RAL ミ

定や委員会開催日の詳細については、後日通知する。

ュオン施設で可能な範囲で実施した。実施した課題
（一部は実施予定）
は以下の6課題、
合計21日間である。 (5) 2012 年度前半 ISIS ビームタイム予定
課題番号

実験代表者

認可実験日数

2012/1：2012 年 5 月 15 日 ‒ 6 月 14 日（30 日）

2011A0032 (Kazuki Ohishi)

3日

2012/2：2012 年 7 月 10 日 ‒ 8 月 9 日 （30 日）

2011A0009 (Ryosuke Kadono)

4日

2012/3：2012 年 10 月 2 日 ‒ 11 月 1 日 （30 日）

2011A0011 (Ryosuke Kadono)

3日

2011A0006 (Koichiro Shimomura) 4 日
2011A0017

(Kenya Kubo)

2011A0013 (Jun Sugiyama)

以上

3日
4日

(2) 第 8 回実験課題採択委員会（ML-PAC）
第 9 回の仁科加速器研究センター物質・生命科
学実験課題採択委員会 (ML-PAC) が 2011 年 9 月 5-6
日に開催され、ミュオン物性 17 課題が審査された。
(3) 2011 年度 後期ビームタイム実施記録
・ 2011/3 サイクル（2011 年 10 月 4 日 - 11 月 3 日）
：
J-PARC Muon PAC 採択の 5 課題、理研側ミュオ
ン物性 5 課題、英国側ミュオン物性 1 課題、超低速
ミュオンビーム発生実験 1 課題を実施した。
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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報告

日本原子力研究開発機構
先端基礎研究センター

髭本

亘

Dr. Higemoto, Wataru
Advanced Science Research Center, JAEA

原子力機構では 2011 年 3 月の大震災による被害
からの復旧が進み、J-PARC をはじめとした多くの
施設が再稼働を開始した。しかし、一部の施設では
未だに再開に至っておらず、引き続きの復旧が行わ
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も引き続き行われ、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。
J-PARC におけるミュオン実験は 2012 年 1 月より
の再開となった。以下のような活動を行っている。
1. J-PARC において負ミュオン利用の科学、特に酸
化窒素分子を用いてミュオン原子形成に対する分子
効果に関する研究を行った。また、J-PARC 再稼働
までには TRIUMF を用いた f 電子化合物研究を行
った。
2. J-PARC ミュオン施設において分光器関係機器の
整備を行っている。今期は主として低バックグラウ
ンドチャンバーの改造などを行った。
3. 2012 年 1 月にスピントロニクス、およびミュオ
ンをテーマとした先端基礎ワークショップを東海村
のリコッティにおいて開催した。
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J-PARC ミュオン施設報告
J-PARC − MUSE

J-PARC センター

ミュオンセクション

ミュオン wg グループ

三宅 康博

Prof. Miyake, Yasuhiro
J-PARC Center, Muon Section,
Muon Working Group

2011 年、3 月 11 日に起こった東日本大地震によって、MLF 西側部境界部、エクスパンジョンジョイント部、
第 2 実験ホール、陽子ビームライン（M1, M2）において数々の装置、施設が大きな被害を受けたが、修復作業が
順調に進行し、2012 年 1 月 17 日より、ビームコミッショニングを始めることができた。予想以上に順調に、D1,
D2 エリアに低速（表面）ミュオン、ならびに 60 MeV/c までに高速（崩壊）ミュオンを引き出すことに成功し、2
月 2 日からユーザー実験を開始した。また、長期シャットダウン中、D1, D2 エリアに 1 バンチずつのミュオンを
取り出すことを可能にするために、D ラインを大幅に改造し、スイッチヤード、キッカー電磁石、セプタム電磁
石の設置を行った。1 月 17 日からのコミッショニング中に、D1, D2 エリアに振り分けることができることも確
認したが、シングルパルスを振り分けた D1 ラインでの μSR スペクトルに、無視できないノイズがのっている状
況である。実際に実験に使えるようになるには、ノイズ落としのケーブルの遮蔽等の R&D が必要であり、まだ
しばらくかかりそうな状況である。一方、U ラインの建設も大きく進展している。機構長留保金による湾曲ソレ
ノイド磁石に続き、補正予算による下流の収束用超伝導ソレノイド磁石の製作がほぼ最終段階である。さらには、
鳥養領域代表の元、新学術領域科学研究費が採択され、超低速ミュオン顕微鏡実験装置の整備が始まっている。
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
の製作がほぼ最終段階にある。

1.

ミュオンビーム再開
MUSE

D ラ イ ン で は、2010 年 11 月 末 よ り

200kW を越え、日々、世界最高強度を更新していた。
あいにく、東日本大地震のために , 現在は稼働を停
止していたが、2012 年 1 月 17 日にミュオン標的を
ほぼ 1 年ぶりに 3GeV 陽子ビームラインに挿入した。
まずは、コミッショニングを行い、D1 エリア、D2
エリアに低速（表面）ミュオンをとりだすことを行
い、震災前のミュオン強度と遜色ないことを確認し
た。図 1 は、ミュオンビームを引き出せて喜んでい
るミュオン wg の面々である。
図 1：2012 年 1 月 17 日にミュオン標的を 3 GeV 陽子ビーム
ラインに挿入し、パルスミュオンビームを取り出すコ
ミショニングをしているミュオン wg の面々。
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2.

Decay-Surface キッカーデバイス整備
藤森等が中心になって、D1, D2 エリアにミュオ

コミッショニングでは、まず、スイッチヤードと
セプタム電磁石によって、ダブルパルスを D1, D2

ンビームを同時にとりだせるように、キッカー電磁

エリアに振り分けることができることも確認した。

石、セプタム電磁石の開発を行い、震災による休止

その後、キッカー電磁石を励磁し、シングルパルス

期間に設置を行った。図 2 に、MUSE 第 2 実験室 D

を D2 ライン、D1 ラインのそれぞれに振り分ける

ラインのレイアウトと、設置されたキッカー電磁石、 試験を行った。図 3 にキッカー電磁石によって振り
セプタム電磁石を設置された様子を示す。

分けられた D1 エリアでの μSR スペクトルを示して
いる。振り分けられた μSR スペクトルに、無視で
きないノイズがのっている状況である。実際に実験
に使えるようになるには、ノイズ落としのケーブル
の遮蔽等の R&D が必要であり、まだしばらくかか
りそうな状況である。

図 3：シングルパルスを D2 ライン、D1 ラインのそれぞれに
振り分ける試験を行った。上図：振り分けられた表面
ミュオンの μSR スペクトル。無視できないノイズが
のっている。下図：ダブルパルス時の μSR スペクトル。

3.

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

オンビームラインの建設計画の一刻も早い実現に向
けての R&D 並びに予算獲得に向けての活動を行っ
てきた。ミュオン標的近傍で放射化が激しく、設置
図 2：上図、MUSE 第 2 実験室 D ラインのレイアウト。下図、
D ラインの DB ３偏極電磁石を取り外され、キッカー電
磁石、セプタム電磁石を設置された様子。
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場所での放射線強度が高い、トンネル内の超伝導湾
曲ソレノイド電磁石に関しては、機構長留保金を頂
き、国際調達の結果、東芝が受注し、製作している。
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本プロジェクトは、池戸が中心となって、低温グル

4.

U ライン超伝導軸収束ソレノイド電磁石系

ープからの力強い協力の元、進められている。納入

トンネル内の超伝導湾曲ソレノイド電磁石の下流

は、2011 年の 10 月、設置作業を 10 月、11 月を予

に設置する、超伝導軸収束ソレノイド電磁石系に関

定していた。しかし、工場検査の初期性能として、 しても、平成 22 年度補正予算で予算化され、国際
スペックの 83A 励磁試験をクリアできなかったの

調達の結果、東芝が受注した。現在、その製造を東

で、補修・改造し、完成予定が 2012 年 3 月まで遅

芝が行っている。

延された。2012 年 1 月から 2 月にかけて行われた

本件の最重要なコンポーネントは、言うまでもな

再工場試験では、満足できる性能が確認された。最

く超伝導収束計であるが、更に、ミュオンの約 10

終的に、MUSE のビームタイム中での搬入設置がで

倍の収量がある陽電子を分離するための 3 セットの

きないために、納入を 6 月まで伸ばすことになった。 ± 400 kV (800 kV) の静電セパレータを組み込む必要
図 3 は、東芝の京浜工場において、完成真近の超伝

ある。セパレータの高圧電源に関しては、ニチコン

導湾曲ソレノイド磁石を検収している写真である。

㈱に製作を依頼し、現在のところ、外部磁場がな
い状況では、アルゴンガス環境下で、± 400 kV (800
kV) の性能が確認されている。
納入は、上記の超伝導湾曲ソレノイドとともに、
2012 年の 6 月、設置作業を 7-8 月に予定している。

図 5：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（± 400kV）
、ビームダンプ、超伝導
軸収束電磁石系から構成される。

5.

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河村等が中心になって進め
図 4：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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ミュオン施設プロポーザル募集予定

【平成 24 年度後期 J-PARC 実験課題公募】
2012B 期の一般課題募集については 2012 年 5 月頃に J-PARC 物質生命科学実験施設および関連機関
のホームページでご案内する予定です。
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
【理研 RAL ミュオン施設】
次回の第 9 回実験課題採択委員会（ML-PAC）は 2012 年 4 月頃に開催する予定でしたが、諸般の事
情により数ヶ月延期となりました。課題募集予定や委員会開催日の詳細については、後日通知します。
【カナダ・TRIUMF 研究所】
TRIUMF では下記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。詳細は下記ホームページをご参照ください。
・ Molecular and Materials Science Experiments Evaluation Committee (MMS-EEC)
http://www.triumf.ca/experimental-program/about-molecular-materials-science
本分野は 2011 年 12 月に募集が締め切られました。また年 1 回の募集とのことですので、2012 年末
まで募集が受け付けられない予定です。
・ Subatomic Physics Experiments Evaluation Committee (SAP-EEC)
http://www.triumf.ca/experimental-program/about-subatomic-physics
【スイス・PSI 研究所】
2012 年前期におけるビームタイム課題募集は終了しています。2012 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

https://lmu.web.psi.ch/

を参照してください。Instrument によって

は年後半の実験提案を受けつけないものもありますのでご注意ください。このシステムを用いるために
はユーザーズオフィスのシステム、PSI-Digital User Office (PSI-DUO) からの登録が必要です。PSI-DUO
に関しては

https://duo.psi.ch/ を参照してください。
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日本中間子科学会事務局からのお知らせ
・2012 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、2012 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。
）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】
口座番号

：00130-0-355770

口座名義

：日本中間子科学会

加入者振込局：大穂郵便局

・日本中間子科学会総会開催のお知らせ
日本物理学会第 67 回年次大会関西学院大学 CL 会場にて、
日本中間子科学会総会を開催します。
J-PARC、RIKEN-RAL や日本原子力研究開発機構先端研の状況等についての情報交換を行います
ので、入会希望の方もお誘い合わせの上御参集下さい。
なお、当日は本機関誌を御持参下さい。
日程および場所
・日本中間子科学会総会（関西学院大学

西宮上ケ原キャンパス）

3 月 26 日（月） 17:30 〜 20:00 CL 会場
予定議題

・会長挨拶
・議長・書記

選出

1. 若手奨励賞授賞式

司会：小池

・受賞記念講演
2. 報告事項
・委員会報告
・施設報告
・プロジェクト報告
3. 審議事項
・パワーユーザーの拡大に向けて
・会員の増強計画
・施設に対する会員の要望
・その他
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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”

I have seen interesting news today. What is the

Their hopes are very high and strong. We have to lean

main partner country for UAS researchers in fields

these activities, passions and big powers. Then, we will

of chemistry, material science, engineering and other

be able to develop more interesting collaborations and

scientific fields. In the last year, China becomes to be

grow up young students as the next generation for the

the second or third in all fields. Japan used to be the

muon world.

third or fourth in all fields but now China has taken over

In addition to the Chinese power, excellent and fresh

Japan in also scientific fields. Analysts say that young

activities are available from other Asian countries. They

China students are always aim to come into universities

wish to work with Japanese groups and hope to come to

in UAS and come back to China after the graduation to

Japan. I have been working with some Indonesian and

be academic stuffs of Chinese universities. Then, lots of

Singapore groups in recent years and know that they are

Chinese academic stuffs are continue to work with USA’s

quite good. As for Indonesian groups, it is difficult for

groups making numbers of collaborations bigger.

them to come to Japan by using their funding due to the
difference of the economic situation. But, if we continue
to work together trying to get external funding, we can
develop a bright future of our facilities. It would be a bit
difficult to pay for such effort for busy researchers, but
we should do this as much as possible. I hope that we can
see good scientific returns and helps from Asian countries
in the future.
(RIKEN: I. Watanabe)

I have tried to develop new collaborations with
Asian’s group on the basis of the use of the RIKENRAL, including Chinese groups. I have got a student
from Zhejiang University from this year. This is one of
those international collaborative activities. I know the
strong activities and powers of Chinese universities.
They have got strong strategies supported by solid and
big budget. There are lots of excellent Chinese students.
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