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今年の夏は記録的な猛暑を経験いたしました。 として高温超伝導研究に打ち込んでおられました。
中間子科学会の皆様に『めそん』2012 年秋号をお

NMR から始まって mSR に広がるという点では私に

届けいたします。今号のトピックスは前号に引き続

は大先輩にあたる方です。中間子科学会には mSR

き新学術領域『超低速ミュオン』の公募研究に焦点

のみならず他の測定手法を生業にしている方々も多

を当てました。昨年開始されましたこのプロジェク

いとおもいます。いかに複数の手法を活用していく

トにも、9 名の研究テーマが採用されました。幅広

のか、そのあたりの何かアイデアにつながることを

い研究分野を網羅しつつ超低速ミュオン活用という

期待しております。

一つの目標へ向かう公募研究です。今号においては、

この 4 回ほど海外の研究室を含めて多くの研究室

各公募研究の紹介を兼ね、グループ代表の方々に自

訪問を行ってきました。次は国内の方に原稿を依頼

己紹介・研究紹介を依頼いたしました。いろいろな

しようと企画しております。皆様、是非この機会を

研究分野が紹介されております。読者の皆様のご興

活用されご自分の研究と研究室を紹介されてみては

味を掻き立てることを期待しております。

いかがでしょうか。この研究室紹介を通じて読者間

また、プチ特集として、超低速ミュオンの重要な

の相互連絡に一役買ったこともあります。この企画

キーとなります大強度レーザーの開発状況をレポー

の最大の目的であるコミュニケーションが現実のも

トしていただきました。レーザー開発の進捗をもと

のとして反響をもらったときには深い感動を得まし

に皆様の今後の研究計画にお役に立つことを期待し

た。物理は科学、科学は人、そして人は心を持つも

ております。

のです。心と心のつながりをもって交流を深めれば、

昨年度末に中間子科学会若手賞の発表がありまし

自分の能力以上のことができるというのが最近の心

た。CROSS の大石さん、そして KEK/J-PARC の牧

情です。みなさんも『めそん』を通じて交流を実現

村さんが受賞されました。編集部を代表いたしまし

し、それをエンジョイしていただければ幸いです。

てお祝い申し上げます。今号においては若手賞規約

（文責：渡邊功雄）

を掲載するとともに、受賞者の研究内容を紹介いた
します。中間子科学会の将来を担う新しいパワーを
感じてください。
『我らが研究室へようこそ』はまた海外の研究室
を選ばさせていただきました。パリ第 11 大学の
Philippe Mendels 先生です。先生は NMR ご専門な
のですが、合わせて mSR も展開し、ISIS の重要なユー
ザーの 1 人として活躍しておられます。私が大学の
1
研究室に配属されてすぐに輪ゴム中の H-NMR を

させられていたころ、すでに先生は NMR の専門家
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２．各種委員会報告

(1) J-PARC 施設利用委員会（杉山）
・（前期）課題の申請結果について承認された。
施設の状況の確認と 2012A の理研への振り替

日本中間子科学会総会議事録

えが認められた。また復旧予定に従い、2011B
期を募集することが確認された。

・（後期）2012A 期は 176 日、200~300 kW での運
転が行われる。ミュオンでは 21 課題の提案が

日

時：2012 年 3 月 26 日（月） 17:30 ～ 20:00

場

所：日本物理学会春季年会

あり、うち 19 提案が採択された。CROSS で実
施しているトライアルユースをミュオン側も行

CL 会場

関西学院大学

うことが承認された。
（門野）トライアルユース（P 型課題）は現時点で
は正式に承認されておらず、具体的な内容はこれか

参加者：石井、石田、伊藤、西山、池戸、幸田、足立、 ら MLF での審議がされる。早くて 2012B からの開
松田、青木、三原、辻本、小

山、増田、 催となる。

宮崎、三宅、髭本、西田、永嶺、久保、二宮、 (2) J-PRAC 利用者協議会（西田）

J-PARC のセンター長を選出の方法について議論が

小嶋、杉山、長友、網塚、佐藤（朗）、秋光、

牧 村、 下 村、 大 石、 鳥 養、 門 野、 戸 川、 あった。選考に関して協議会からの要望を提出した。

河村（成）、小池、中村、岸根、井上、竹下、 (3) J-PARC 利用者懇談会（杉山）

幹事の改選が行われた。今後 2 年間は以下の体制

佐藤（一）、藤原、齊藤、岩崎

となる。
議

長：石田

会

書

記：二宮

副会長 ：杉山（京大）

長 ：鳥養

産業利用：杉山（豊田中研）
０．若手奨励

賞授賞式（小池）

総会に先立ち以下 2 氏の若手奨励賞の授賞式およ

び記念講演が行われた。

大石一城氏 「μ SR 法による分子磁性体の磁気構
+

造キラリティーの研究」
牧村俊助氏 「大強度陽子ビームのためのミュオ
ン生成標的の研究」
詳しい受賞理由に関しては後日ウェブサイトに掲

庶

務 ：佐藤

会

計 ：森井

(4) MuSAC（網塚）

現状 Summary がまとめられつつある状態である。

委員全員の感想として大震災にもかかわらず、素早
い復旧とビーム運転の再開に感動しており、また

RAL での振替による研究アクティビティの維持も
非常に評価が高かった。

(5) MLF シンポジウム（幸田）

2012.1.19.-1.20. の日程で MLF シンポジウムが開

載される。
規定が変わり今回応募した候補者は、資格を満た
せば自動的に次期エントリーされる旨の説明があっ
た。

催された。

150 名程度の参加があり、現状についてユーザー

側と施設側の情報共有という意味では成功であっ
た。発表スライドは近々パスワード付きでウェブに

１．会長挨拶

鳥養

J-PARC では震災があったが 2 月 4 日にユーザー

実験を再開できた。また RIKEN-RAL でのユーザー

受け入れにより研究アクティビティの維持ができ

公開される予定。

(6) 領域 10（河村）

物理学会春年会ではミュオン関連で 11 件の発表

があった。ミュオンの発表件数は増えているが、領

た。今年度以後は新学術領域の推進のため、会員の

域全体では若手賞や招待講演、企画講演の件数が 0

協力をお願いしたい。

件であり、論文賞の応募も少ないのが現状。

2
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領域の組み替えについて、方法論関連の領域を維持

RCNP で 1 月に研究会を開催した。次回は J-PARC

すべきということで一致した。

で開催予定。

３．施設活動報告

速器の増強計画やミュオン利用の計画について議論

(1) KEK（門野）

J-PARC の復旧状況について説明があった。

J-PARC は稼働 3 年目となり、文部科学省への中

RCNP の将来計画についての研究会があった。加

された。

(8) 5 法人統合（岩崎）
旧科技庁系の法人を統合という話がある。ただし

間報告の評価部会が編成されている。5 月の終わり

閣議決定されたものの法改正が必要であり、すぐに

までに報告書をまとめる。

動く話ではない。

ている将来計画を披露する予定である。

４．プロジェクト報告

3 月末の利用者協議会の場所で J-PARC 側で考え

(2) KEK- 北大連携（網塚）

大学等支援事業で KEK と北海道大学で連携の協

定が結ばれた。

(1) 新学術領域「超低速ミュオン顕微鏡」（鳥養）
新学術領域「超低速ミュオン顕微鏡」の計画につ
いて説明があった。

現時点ではミュオン関連のものはないが、共同実
験の支援、北大での講義、センターの設置等が行わ
れる。

(3) KEK- 東北大連携（門野）
東北大学内に「量子ビーム科学研究センター（仮
称）」を設置する。

今後 KEK の持つ量子ビーム施設の利用の促進が

行われる。

来年度の領域会議は 8/30-9/1 の日程で北海道大学

にて開催される（幹事：網塚、朝倉）。

前日の 8/29 には初心者向けのサマースクールの

開催を行う。
ニュースレター（編集者：門野）が作成されたの
で、近いうちに配布される予定である。
(2) 物性分野横断（秋光）

物性領域の新学術領域のグループが集まって研究

(4) 理研（石田）

会を開催している（代表：秋光）。

仁科加速器研究センター物質生命・科学実験課題
採択委員会が開催された。

計画通り 3 サイクルの運転を行った。

震災の支援として J-PARC の課題を計 21 日受け

入れた。

互いに良い刺激となるので、「超低速ミュオン顕
微鏡」からも積極的に参加してほしい。
５．会計報告（小嶋）
例年と異なりドメイン取得による支出がある。

(5) JAEA（髭本）

今回の「めそん」出版費は計上していない影響で、

福島関連の支援事業に参加している。

収支は安定しているように見えるが、収支について

新型の分光器の整備を進めている。

は次期再度確認してほしい。

(6) J-PARC（三宅）

（鳥養）「めそん」の発行数は 150 部に対して、会費

共同利用実験の再開について説明があった。

は 69 名のみ支払いである。何とか 100 名まで増や

ミュオンターゲットの冷却水や加速器側のトラブ

したいので会員のご協力をお願いしたい。

ルでいくつか実施できない実験があった。
キッカーが導入され、ノイズ対策によりシングル

パルス μSR ができるようになった。
(7) MuSIC（佐藤（朗））

理論計算の結果通りのビーム強度が得られている

8
（1μA 換算 10 /s）。

6 月に 1μA での実験を行う予定であるが、その

後 2012/7-2013/4 は耐震補強工事のためビームが停
止する。
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（門野）ウェブ掲載に関連して中間子科学会の正式
な英語名も周知すべき。
６．審議事項
将来計画について（鳥養）
（鳥養）日本学術会議に以前大型計画の提出を行っ
たが計画策定から 2 年経っている。中間子科学会と

して、特に J-PARC について今後のロードマップを
議論したい。

秋
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現在の状況としては U ラインについては既に建設 （永嶺）日本学術会議への提出資料を問題にしてい
が進んでおり、S および H ラインについても 23 年

るのか KEK の計画の議論の話なのか整理してほし

度の予算執行で動き始めている。一方でマンパワー

い。

設するべきであると指摘されているが、中間子科学

こういった重要事項についてはコミュニティーにも

は厳しく、MuSAC では S ラインをまず 1 本のみ建 （鳥養）予算の圧縮をして 4 本の整備ができるのか？
会としては受け入れにくい。現在の計画では S ライ

相談してほしい。

ンと H ラインを同時に整備することになっている。 （門野）予算の上では整備可能である。

これに優先順位をつけ、まず S ラインで 2 本程度 （髭本）JAEA のビームラインはどうなるのか？

のビームラインを建設し、次に H ラインにかかり、 （門野）KEK 内での議論では、すべて KEK が整備
最後に S ラインの残りの 2 本を整備するという形
で対外的にわかるように主張すべきではないか。

（網塚）MuSAC が 1 本と指摘したのは、まずは成
果を出すために集中的に１本を整備し、ユーザーに

するということで進めている。
（鳥養）ではコミュニティー全体の総意として、S
ライン 4 本と H ラインを同時に整備するというこ
とで承認を得たい。

成果を挙げてもらうことで、コミュニティーを大き （門野）確かにマンパワーとしては厳しいが、コミュ
くする努力をしてはどうかという意味である。

（鳥養）MuSAC の Summary には 1 本整備とかかれ

ニティーとしては安易に妥協せずに、S ラインは 4

本同時整備を求めるということで団結してほしい。

ているので、それが独り歩きすることを危惧してい
る。全力を挙げて最低でも 2 本は整備するとコミュ
ニティーとして主張してはどうか？

（門野）これまで 4 本同時に整備すると言ってきて
いる。現在 KEK ではビームライン建設について議

論を進めている（門野、三宅、齊藤）。そこでは第
一期計画として考えていた S ラインの予算を圧縮

して、H ラインを同時に整備し、H ラインではまず
HFS の実験をするということを考えている。

（下村）HFS の実験を最初に計画している理由は、
これと DeeMe 実験が科研費の予算額で可能な課題
だからである。

（鳥養）第二期計画である H ラインについてはどの
ようになっているのか？
（齊藤）予算的にはそのままであるが、全額概算要
求で出すのは無理だろう。科研費等の外部予算が必
要である。

（鳥養）S ラインと H ライン整備の優先順位はどう
なっているのか？
（門野）優先順位という考えはなく、パッケージと
して同時に整備するということである。

（齊藤）コミュニティーとしては S ラインの早期整
備を求めているので、これが現実的な計画案と思う
がどうか。

（鳥養）日本学術会議に提出した資料では S ライン

と H ラインが 1 年ずれていたが、同時にするとい
うことで修正してよいか。

4
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議事録

計画を提案するか」、「中間評価作業部会で問われ
ているミュオンの将来計画の中での優先順位付け
についてどう答えるのか」について、議論が行わ

2012 年度
第 1 回運営委員会議事録

れた。主な合意点として、

1) 現在、ミュオンの将来計画としては昨年度末
に機構研究推進会議で取りまとめられた全体
計画（新規計画を含む S・H ライン全体を整

備、約 75 億円）、および J-PARC センターか

らの指示を承けて 5 月の中間評価作業部会に

今半期においてこれまでに開催されたのは、2012

年 5 月 20 日に KEK 物質構造科学研究所の第 1 回

提示された一部先行計画（全体計画のうち、
H ラインについては第一分岐以降を除いた部

ミュオン戦略会議と共同開催の委員会でしたので、
門野氏作成のミュオン戦略会議議事メモを持って運
営委員会報告に代えさせていただきます。

分のみ整備、約 25 億円）がある。

2) 一部先行計画では、S ラインは全体計画の内

（庶務委員長：下村）

容を堅持する一方、H ラインの整備を最小限
にとどめることにしており、両者の整備開始
は「同時」であるものの既にコミュニティと

KEK 物質構造科学研究所
第 1 回ミュオン戦略会議
日 時
場 所

しての優先順位付けは行われている。

議事メモ

3) しかしながら、「S、H ライン同時整備開始」

：2012 年 5 月 20 日 14:00 〜 16:30

に対する中間評価作業部会での批判があるこ

：東京国際フォーラム G607 会議室

とを考慮し、H ラインの整備開始を 2 年目か
らとする。また S ラインについても、整備

出席委員 ：新井、久野、小池、鳥養、髭本、門野、

開始時には 4 つあるビームライン分岐のうち

下村、三宅

第 1 ないし第 2 分岐までの整備を目処とし、

（ 欠席：西田、若槻、オブザーバー：秋光、

以降の分岐に対しては H ラインの整備を優

網塚、岩崎、久保、小池、斎藤、松田、山田）
議 長

：門野

先させる（改訂一部先行計画）。

4) 機構のロードマップについても、現下の厳し

・ 会議冒頭、議長より資料の確認、当会議設置要項

い状況を考慮し、3) で合意された改訂一部

の確認、委員名簿の確認（一部修正したものを席

先行計画をボトムラインとして、全体計画の

上配布）が行われた。（資料 6 についても古い版

実現を努力するよう、機構に働きかける。

との指摘があり、2011 年に改訂された最新版と

以上

後日差し替えることとした。）
・ 議長より、J-PARC の将来計画に
関する昨年度から最近にかけて
の 機 構 (KEK) お よ び J-PARC セ
ンターの動き、J-PARC 中間評価
作業部会への対応等について、
時系列を追っての説明が行われ、
これらも含めた内外の情勢につ
いての意見交換が行われた。
・ 本会議の主要な議題として「機
構が策定を進めつつある 2012

年度からの中期計画（ロード
マップ）に対し、コミュニティ
としてどのようなミュオン整備

2014

2015

2016

4.2

26.8

29.0

KEK
JAEA

3.0
5.0

5.0
8.0

5.0
13.0

10.0

ミュオン (KEK)

7.8
4.0

9.6
3.8

7.3
6.2

7.1

3.6

ハドロン (KEK)

10.0

20.0

10.0

核変換 (JAEA)

7.5

33.3

ニュートリノ＋加速器
Main Ring 電源改造
(KEK)
中性子 (KEK + JAEA)

秋

31.8

KEK
JAEA

2017

合計
（億円）
60.0
13.0
36.0
S, H 同時
24.7 S先行
40.0 素核同時

16.0

研究棟

施設整備 (JAEA)
計
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2013

項 目

88.6 TEF-T先行
放射化物

6.5

13.6
2.0

2.0

2.0

14.0
14.0

31.0
53.9

48.0
41.8

40.1
31.0

3.6
10.0

26.1
137.7
150.7
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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】

公募研究紹介
今号冒頭でご紹介いたしましたように、新学術領域研究において 9 件の公募研究が本年度よりスタート
いたしました。領域の組織イメージのように、実験・理論の両面より研究内容をより豊かに、そして超低
速ミュオンをより幅広く活用するための関連研究を進める予定です。前号においては各領域の代表者およ
び分担者の方々に、研究の抱負や研究内容のご紹介に関わる文章を掲載させていただきました。今号にお
いてはこの公募研究に焦点をあてて研究内容をご紹介するとともに、各研究者の領域における抱負等を
語っていただきました。超低速ミュオンと中間子科学研究分野の新しい風を感じていただければと期待し
ております。
（編集部）

A02：スピン伝導と反応

A03：表面-バルク境界領域
ヘテロ電子相関
表面・界面・薄膜の
新奇な磁性と超伝導

スピン伝導，触媒
化学，生命科学
産業応用

公募研究
（実験）

超低速
ミュオン
顕微鏡
アクチノイド，
分子性結晶，
電池や生体物質の
３次元イメージング

A01：超低速ミュオン顕微鏡
極微µSR法創成

公募研究
（理論）

標準理論を超える
物理研究の基礎

A04：物質創成の原理を極める
超冷却と尖鋭化

物性，化学，生命，素粒子科学にフロンティアを拓く
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新学術領域研究・研究提案型（公募研究）
私は、この触媒化学研究センターで、表面構造化

『金属ナノ粒子の水素化触媒反応特性の
原子レベル解明』

学研究部門という、特に触媒の表面構造に着目して、
触媒反応のメカニズムを原子レベルで実験的・理論
的に解明することを目標としたグループに属して、
朝倉清高先生を中心に、スタッフと学生と共に一丸
となって日々研究に励んでいます（図 1）。ここで

少し私たちの研究室の紹介をさせて頂きたいと思い

有賀 寛子
北海道大学触媒化学研究センター

ます。今年度の朝倉研究室は、朝倉清高教授を含め
7 人のスタッフと 9 人の学生 ( 博士課程 3 人、修士

課程 3 人、学部生 3 人 ) で、“ 触媒作用と構造、物

性の理解から、ナノで規定した新たな触媒を設計・
Dr. Hiroko Ariga

構築する。また、その手がかりを自ら開発した新手

Catalysis Research Center, Hokkaido University

法と装置で探索し、新しい物理・化学に挑戦する ”
というコンセプトで活動しております。ここでは、
このコンセプトの元、開発した二つの装置について
書きたいと思います。

この度、『金属ナノ粒子の水素化触媒反応特性の

私がこれまで使ってきた STM などの手法では、

原子レベル解明』という題目で、“ 新学術領域研究：

金属微粒子の位置やサイズ、反応性を観測すること

ミュオン顕微鏡 ” に公募研究として採択して頂い

はできますが、金属微粒子内部の構造を知ることが、

た、北海道大学触媒化学研究センター表面構造化学

非常に難しいという欠点があります。このような金

研究部門の有賀寛子と申します。これまでは、講演

属微粒子内部の構造を知る手法として、XAFS 法が

で当領域の先生方の拝聴する立場ですが、これから、 知られています。XAFS 法は、X 線吸収原子周辺の
ミュオンを使った実験に参加できることを大変光栄

結合情報を与えます。しかし、単結晶表面に応用す

に思っております。

るには、感度が不十分です。そこで、朝倉研究室で

私の所属する触媒化学研究センターは、8 つの部

は、偏光全反射蛍光 XAFS 法を開発し、XAFS 法を

門からなっており、研究範囲は、“ 表面・界面の構造、 高感度化する事に成功しました。（図 2 がその装置
表面科学、触媒物性、反応性の解明、表面設計お

の図であり、ムサシノエンジニアリングより市販さ

よび反応設計などの基礎研究 ” またこれを利用した

れている。）この技術は、X 線の入射角が十分小さ

“ 高性能触媒の合成、電気・光・化学エネルギーの

い時に起こる全反射現象を利用したものです。これ

相互変換触媒、触媒科学を基礎とする高性能機能材
料等の開発、ファインケミカルズ合成に関わる触媒、
環境触媒、バイオ資源利用触媒など ”( 年報より抜粋 )
と言うように、触媒を中心に幅広い分野をカバーし
ているのが特徴です。また、もう一つの特徴は部門
間での交流が盛んなことで、ちょっと階段を登れば、
有機化学・無機化学・電気化学・物理化学と化学の
あらゆる分野にアクセスすることができます。ここ
で培った触媒の知識に、ミュオンからの情報を加え
ることで、今までなかなかわからなかった水素の挙
動、特に、subsurface での挙動を解明し水素化反応
のメカニズムに迫っていけたらと思っております。
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図 1：朝倉研のメンバー。
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ナノ領域の実空間像を取得することのできる

STM や AFM 法ですが、表面の元素を分析する能
力が乏しいことが知られています。そこで、高い
空 間 分 解 能、 元 素 分 析 能、 時 間 分 解 能 を 有 す る
二つの新しい化学顕微法 EXPEEM (Energy filtered

X-ray Photoemission electron microscopy) 法の開発も

行っています。図 4 に EXPEEM 装置を示します。

MCPチャンバー
投影レンズ（静電レンズ）
Wienフィルタ

インプットレンズ（静電レンズ）

対物レンズ（磁界レンズ）
無放電、in-situ

回転

固定

図 2：偏光全反射蛍光 XAFS 装置。

X線分光結晶部 1)
X線発生部（回転対陰極使用）1)

図 4：EXPEEM 装置。

によって、0.01 ML 程度しか存在しない超微量金属

X 線により励起した元素固有のエネルギーをもつ光

種の基板表面構造を決定することができようになり

電子を対物レンズ、中間レンズで集め、集光するこ

ました。また、放射光の偏光特性を利用することで、 とで、ナノメートルオーダーの空間分解能をもつ装
基板上の金属種の 3 次元立体構造情報が得られると 置です。さらに、Wien filter と呼ばれるエネルギー
いうのは、この手法の最大の特徴です。私たちの研
究室では、この手法を用いることで、酸化物表面に
高分散した金属の吸着サイトを決定しました。その
結果例えば、図 3 に示すような表面原子模型を提案

選別装置を装着することで、元素ごとのマッピング
も可能となっています。これは、Wien filter をはじ
めて実用化した例です。この Wien filter は、直線型

の配置をしており、サンプルからカメラまですべて

しました。この手法をもちいて、酸化物表面の状態

の光学系を直線上にすることができ、光電子顕微鏡

や構造をコントロールして、そこに存在する原子の

にとって理想的な電子エネルギー分析器と言えま

ナノ構造を精密に設計しています。今後、燃料電池
の電極への応用へ展開していく予定です。

す。また、従来は X 線源として放射光が用いられ

てきましたが、実験室レベルの X 線でも十分な感
度の得られるシステムの開発に取り組み、新たな実
験室 EXPEEM 装置を作成して、化学マッピングを
取得することに成功しています。
私はこれまで触媒や光触媒の表面構造の反応性へ
の寄与に興味を持って、原子レベルで解析可能な単
結晶上に触媒をモデル化し、表面科学的手法を用い
て研究してきました。学部 4 年から博士課程を修了
するまでは、岩澤康裕先生にご指導頂き、TiO2 上
での光触媒特性に対して表面構造がどのように寄与
しているかを研究しました。当時、光触媒反応の反

応活性を決めるのは bulk の性質と考えられており、
表面の構造や電子状態に注目した研究はほとんどあ
図 3：TiO2(110) 表面上の Ni の構造。

8

りませんでした。そんな中、私たちは、特異な表面
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図 5：TiO2(001) 表面上の可視光反応の概念図。

構造をもつ TiO2(001) 面を用いることで、当時不可
能だと思われていた TiO2 の組成そのままでの可視

光反応を見出すことに成功しました（図 5）。研究
の背景を少し述べますと、TiO2 は安価で、かつ光

図 7：TiO2(001) 表面上での可視光反応の反応スキーム。

そのため、太陽光また蛍光灯の大部分を占める、可
視光の有効活用を目的として、TiO2 に可視光応答
性を付与する試みが広く行われています。私たちは、
上述したように、(001) 表面を反応場として用いる

照射下での安定性が高いことから、光触媒として最

ことにしました。配位不飽和性の高い Ti がこの表

も汎用的に用いられている物質です。しかし、この

面に露出すると考えられており、この特異な構造が

4+

TiO2 の bulk の band gap は 3.0 eV（rutile 型）であり、 反応性に寄与すると考えたためです。超高真空下で
通常、紫外光照射下でしか光触媒活性を示しません。 の走査トンネル顕微鏡 (STM) や IRAS、Photon Factory

での、NEXAFS、XPS などを用いて、まず、表面構

造を明らかにし（図 6）
、さらに、この表面構造に由
来する表面準位を介して可視光で反応が進行するこ
とを見出しました。また、表面状態での電子ホール

対生成及びそれらの吸着種への流入という 2 段階の
機構で進行することを明らかにしました（図 7）
。

このように、単結晶表面を触媒のモデルとして用
いて研究している中で、超高真空下という環境から、
触媒の調製環境や動作環境に興味を持つようになっ
ていきました。そこで、博士課程の後半を利用して、
可視光反応が進むことが知られている窒素ドープ
TiO2 の構造解明に取り組むことにしました。この

系では、窒素をドープすることで、TiO2 の band gap
内に不純物準位をつくり、可視光での電子励起に対
応しようというもので、構造が比較的安定であるた
め、有力な可視光触媒と考えられています。紛体の

XPS 測定からドープされた窒素は複数の状態を取
りえること、その中でも、活性種、不活性種が存在
することがわかっていました。活性の構造を知るた
め、単結晶を用いた研究も報告されていましたが、
当時は、不活性種に相当する構造しか報告されてい
ませんでした。我々は、単結晶を用いた研究は超高
2
図 6：TiO2(001) 表面の (a) STM 画像 (40 × 40 nm , 2.0 V, 50 pA)、
(b) 構造モデル。
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結晶上に作成することに成功しました。STM 観察

らに金属を担持し、その成長過程を調べる。また、

したところ最表面の構造には変化がなく、EXAFS

他のグループは、その反応性について調べる。とい

スペクトルから構造を絞りました。Subsurface の化

うような具合に、非常によく連携しているのが印象

学に足を踏み入れた研究でした。

的でした。Pd は、Pt と並び触媒として最も広く使

このように、“TiO2” と “ 光触媒特性 ” というキー
ワ ー ド で 研 究 を し て い る 内 に、 博 士 課 程 を 修 了

し、ドイツのベルリンにある Fritz-Haber 研究所の
Chemical Physics 部門で Professor Freund の元、博士
研究員をさせて頂くことになりました。Freund 先

われている金属であるため、この部門での研究の中
心となっている物質の 1 つでした。そういった環境
の中で、我々のグループは、一連の超高真空下もし

くは固気界面下で行っていた Pd の研究を、固液界
面に拡張しようという目標の元、装置の立ち上げを

生は、金属酸化物薄膜上での金属微粒子の成長や物

行いました（図 8）。ここでは、ポスドクには学生

性について研究なさっており、触媒、ナノサイエン

がつくことになっており、その学生とグループリー

スなど幅広い分野の第一線でご活躍なさっていま

ダーの Dr. Martin Sterrer と三人で、失敗や成功を日々

す。これまで、超高真空下の表面、固気界面と研究

分かち合えたのはよい思い出です。

してきましたが、ここでは固液界面での Pd 微粒子
の金属酸化物薄膜上での成長過程と反応性について

その後、2009 年に現在在籍する、朝倉研究室に
着任させて頂きました。ここでは、固液界面での

研究しました。この部門は、8 つのグループから構

TiO2 上の金属・合金微粒子の成長過程と触媒活性

成されており、各グループはグループリーダーと

を特に液相による表面修飾という観点から興味を

5-8 人のポスドクや学生が所属していました。この
8 つのグループは、例えば、一つのグループは薄膜

持って研究しております。また、触媒の担体として
用いられる金属酸化物と違い、それ自体が水素化反

の作成に興味を持ち、様々な構造の薄膜を作成し、 応に高い触媒活性を示すリン化物 (Ni2P) の構造と触
物性を研究する。他のグループは、この薄膜上にさ

媒活性について研究を進めています。
上述のようなバックグラウンドを持ち、上述のよ

うな環境にいる私は、今回、TiO2 上の担持 Pd 触媒

上における水素化反応の活性点構造や、反応メカニ
ズムを超低速ミュオンにより解明できたらと思っ
ております。Pd は水素化反応に高い活性を示しま
すが、この触媒反応のメカニズム・活性点構造は未
だわかっていない部分が多くあります。これは、触
媒反応の鍵となる水素の観測が困難であることと、
水素が簡単に subsurface に吸蔵され、反応をコント

ロールしていることにあります。ミュオン、特に、
超低速ミュオンにより、Pd 触媒反応メカニズムに
原子レベルで迫って行きたいとおいます。また、水
素化メカニズムを解明した結果として、より高活性
長寿命である、また、より安価であるような水素化
触媒を提案していけたらと思っています。近年、燃
料電池への水素供給という観点からも、“ 水素吸蔵 ”
は注目されており、ここで得られた知見は、幅広く
活用できるものと考えています。

図 8：(a)(b) 超高真空下で調整した試料を液中に移送する
システム。 (c) 液中で STM 観察可能なセル。
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うな研究を行ってきたのか、それを踏まえてミュオ

『表面水素の分極・荷電状態』

ンでどのような研究をしたいと考えているのか、研
究室の様子なども交えて紹介させていただこうと思
います。

１．なぜ固体表面の水素を調べるのか

福谷 克之
東京大学生産技術研究所

水素は、自然界に最も多く存在する元素であり、
生体、鉱物、大気、宇宙にいたるまで、あらゆると
ころに常に存在するユビキタスな元素である。太陽
における核融合や生体におけるプロトンポンプな

Prof. Katsuyuki Fukutani

ど、人類と地球を支える重要な元素であると言って

Institute of Industrial Science

も過言ではない。宇宙では、星間空間に存在する水

The University of Tokyo

素原子が分子となりやがて星を形成することが知ら
れている。しかし、2 つの水素原子から水素分子を
形成する反応は孤立系では非常に遅く、固体表面で

私の研究室は、東京大学生産技術研究所の基礎系部

のみ起こる、宇宙空間で言えば星間物質表面でのみ

門に属しています。生産技術研究所は、その前身が

起こる。身近な世界を見ても、燃料電池をはじめ多

第二工学部であることを反映して、工学系の各学科

くの不均一触媒反応において、固体表面での水素が

に相当する部門があります。その中では物理工学の

主役を担う。また、水素分子には陽子の核スピンに

グループに属し、大学院学生も工学系の物理工学専

起因して、オルトとパラという 2 種類の核スピン異

攻から受け入れています。私自身は，大学院で表面

性体が存在する。オルトーパラ間の転換も孤立系で

物性実験の研究室に進学して以来、固体表面・界面

は起こらず（転換時間は理論によれば 1020s ＞宇宙

の研究を行ってきました。大学院修了後、東大物性

年齢）、表面との相互作用でのみ起こる。オルトー

研村田教授の研究室に助手として着任し、そのとき

パラ転換や水素生成（水素化）反応、そこで表面は

固体表面での水素に関する研究にたずさわることに

何をしているのか、それを明らかにするのが表面科

なりました。現在の所属に移動した後も、この系の

学の大きな課題である。

不思議さに魅せられながら研究を進めています。西

水素が固体表面に近づけば、表面の影響でその電

山先生と西田先生に超低速ミュオンの実験をして

子状態は変調を受ける。それを知ることができれば、

みませんか、と声をかけていただいたのはもう 4-5

表面反応の理解は大きく前進する。水素は、イオン

年前のことだったように思います。当初はこんな夢

化ポテンシャル 13.6 eV、電子親和力 0.75 eV、中程

みたいな話が実現するのだろうか、と半信半疑でし

度の電気陰性度を持つ元素である。このため、物質

たが、それが実現に向けて走り出したのは心から喜

の中では，相手によって正にも負にも帯電するとい

ばしいことと思います。代表の鳥養先生からもお誘

う特異的な性質を持っている。また、表面という非

いを受け、このたび、「新学術領域研究：超低速ミュ

対称な場の影響で水素に分極が誘起される場合もあ

オン顕微鏡」の公募で採択をしていただき、研究の

り得る。しかし、水素は電子を 1 つしか持たず、い

仲間入りをさせていただくことになりました。

わゆる内殻電子を持たないため、固体や液体中で水

今回、応募させていただいた研究のねらいは、表

素は、それが水素たる身分を保障するスペクトル線

面や界面という対称性の低下した場で水素がどのよ

を持たない。すなわち、電子分光法では原理的に固

うな電子状態にあるかを調べる、ということにあり

体中の水素の電子状態分光はできない。電子に頼ら

ます。ミュオン実験は全く経験のない素人ですが、 ず水素の原子核である陽子の性質を利用する、核磁
これまでにできなかった核心に迫る実験ができると

気共鳴（NMR）や中性子回折は有効であるが、残

考えています。

念なことに表面付近に存在する微量の水素には感度

以下では、これまで私たちのグループでどのよ
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図 2：オルト水素とパラ水素の波動関数と模式図。

図 1：表面・界面に吸着した水素の模式図。表面では原子状
に化学吸着を作る場合と分子状にファンデルワールス
力で吸着する場合がある。吸着に伴い表面からの電子
移動により水素の電子状態は変化していると考えられ
る。超低速ミュオンにより、深さを変えてプローブで
きると期待される。

２．レーザー共鳴イオン化法で見た水素のオルトー
パラ転換
水素分子には、前述のようにオルト水素（合成核

スピン＝ 1）とパラ水素（合成核スピン＝ 0）とい

う 2 種類の核スピン異性体が存在する（図 2）
。孤
立分子の状態では、核スピン状態も空間部分の波動

舞うミュオン、それを利用する分光法は水素を調べ

関数である回転状態も直交しているため、自発的に

る極めて強力な実験法である。しかも超低速でエネ

転換することはない。磁性を持つ固体表面では直交

ルギーが可変であれば、これまで見ることができな

性が破れるため転換が促進されることが古くから知

かった表面や界面に吸着した水素の電子状態（荷電・

られ、様々な系での研究が行われてきた。ところが、

さて、超低速ミュオンが利用できない間、我々の

可能性が指摘されてから、新たに注目を集めている。

分極状態）を知ることができると期待できる（図 1）。 あらわに磁性を持たない表面でも転換が促進される
グループでは、表面水素を観測するため、共鳴核反
応法とレーザー共鳴分光法という 2 つの手法の開発
を行い研究を進めてきた。これらの手法を用いて行

我々は、反磁性の金属である Ag 表面でのオルトーパ

ラ転換の実験に着手し、オルト水素とパラ水素の弁別

測定のために共鳴イオン化法の開発を行ってきた [1]。

った、表面オルトーパラ転換、水素化触媒反応、酸

図 3 は装置の模式図である。図 4 に、水素分子

化物表面・界面の水素吸着状態、の研究内容を紹介

共鳴イオン化のスキームを示す。水素分子は、水素

しながら、超低速 μSR でのねらいを述べたい。

原子と類似の電子励起状態を持ち、2s に相当する E

図 3：共鳴イオン化法実験装置の模式図。

12

「めそん」No.36, 2012 年

秋

特集：新学術領域研究

図 5：励起波長を掃引した時の水素分子の蛍光シグナル。
それぞれ回転量子数（J）の状態に対応する。

図 4：水素分子の断熱ポテンシャルと共鳴イオン化のスキーム。
図 6：(a) アモルファス氷表面に吸着したオルト水素とパラ水素
の被覆率の時間変化。(b) 分子内超微細結合を表す模式図。

状態と 2p に相当する B 状態がある。後者は、水素

我々は、典型的な星間物質であるアモルファス

原子に類似して，ライマンバンドと呼ばれる．水素

氷表面での水素分子のオルトーパラ転換時間を測定

原子と異なり、分子は振動・回転の内部自由度を持

した．図 6 (a) は、アモルファス氷表面に吸着させ

つため、それぞれの電子状態に振動・回転準位が重

たオルト水素とパラ水素の被覆率時間変化を、共鳴

畳する。準位間に共鳴する光で励起すると、図 5 に

イオン化法で測定した結果である [6]。およそ 400s

示すように共鳴ピークが観測され、これは、特定の

の時間スケールでオルト水素が減少、パラ水素が増

振動・回転準位に対応する。このことを利用して、 加する様子が見られた。このことは、氷表面でオル
オルト水素とパラ水素の弁別を行い、Ag 表面では
転換時間が 700s であることを明かにしたのが 2003
年のことである [2]。その後光励起効果や酸素分子

トーパラ転換が起こっていることを示している。氷
は、反磁性絶縁体であり、これまでの理論の枠組み
では、このような早い転換を説明することはでき

共吸着効果などを調べてきた [3,4]。ちなみに、三

ない。我々は、水分子が大きな電気双極子（1.85D）

宅氏らが長年かけて開発されてきた超低速ミュオン

を持つことに着目し、氷の双極子場で水素分子が大

発生に使われるのが水素原子で言うライマン -α で

きく分極することで電子励起状態が混合、分子内超

最近、赤外天文衛星により宇宙空間の水素分子の

されるために核スピン転換が可能になるというモデ

あり、我々の用いているのはその水素分子版である。 微細結合（図 6 (b)）とスピン軌道相互作用が増強
スペクトルが報告されている。それによると、分子雲

ルを提案した [6]。それをさらに実証するには、氷

では水素分子の回転温度と核スピン温度にずれがある

表面の電場がどの程度の大きさあり、吸着した水素

ことがわかってきた [5]。前述のように星間物質表面

がどの程度分極しているかを実験的に知る必要があ

で水素分子が生成するときに核スピンの選択性がある

る。そのために、本学術領域で開発される超低速

のか、あるいは星間物質表面でオルトーパラ転換が生

μSR を利用して解析したいと考えている。

じるのか、未解明の課題として興味を集めている。
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3.1

３．共鳴核反応法で見る表面・界面の水素挙動

金属表面・サブサーフェスの水素と反応性

固体の表面はバルクと比べて対称性が低下する

水素吸蔵合金などが、気相の水素分子をバルク

ため、一般に電子状態も変化する。表面からバルク

内部に取り込むには、必ず表面とサブサーフェイス

へと移り変わる領域は、属にサブサーフェイスと

を経由する。同様にバルク中の水素が気相へ脱離す

この様な考えのもと、表面とサブサーフェス領域に

なる。Pd は水素吸蔵性があるとともに，種々の反

存在する水素を弁別する実験法として、共鳴核反

応に対して触媒活性があることで知られる。例とし

呼ばれ、表面ともバルクとも異なる環境にある [7]。 る際も、サブサーフェイス・表面を経由することに

応法の開発を行ってきた [8]。水素は窒素同位体 N
15

と次のような核反応を起こす。

N + H → He + C+ γ（4.4 MeV）

15

1

4

て二重結合を持つ炭化水素に水素を付加する水素化

反応がある。この反応は、Pd ナノ粒子では起こるが、
単結晶 Pd 表面では起こらないと言われ、そのメカ

12

これを利用し、反応に伴い放出されるγ線を検出

ニズムに興味が持たれていた。我々は、核反応の方

することで試料中の水素の定量を行うのが核反応法

法を用いて、Pd ナノ粒子の水素を調べ、反応の起

である。この核反応は、 N のエネルギーが 6.385
15

MeV に共鳴を持ち、共鳴幅は 1.8 keV である。この
ため、入射窒素のエネルギーを変化させると、その
プロファイルは水素の深さ分布を示すことになる

（図 7 (a)）。深さ分解能は、1-10nm であり、入射 N
15

源を探った。

図 8 は、アルミナ薄膜表面に作製した Pd ナノク

ラスターについて測定した核反応の共鳴プロファイ

ルである [9]。この試料では、Pd クラスターは大き
さ～ 10nm、高さ～ 2nm で、平坦なアルミナ膜上に

のビーム径を絞ることで面内分布を測定することも

均一に吸着した構造をしている．共鳴プロファイル

定用真空槽の写真を示す。

ピーク（赤）に加えて、高エネルギー側に強度（青）

可能である。図 7 (b) にはビームライン、(c) には測

には，共鳴エネルギー（6.385 MeV）を中心とした
が見られる。それぞれクラスター表面に吸着した水
素とクラスター内部に吸収された水素に対応する。
水素圧を増大させると、プロファイルは (a)、(b)、
(c) と変化し、このことは内部に吸収された水素量

が増大することを示している。この手法では、入射

depth z [nm]
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700

b)
b)

350

∀i=75o
H
Pd

15N

h

Al2O3/NiAl(110)
Al
/NiAl(110)
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図 7：(a) 共鳴核反応のエネルギープロファイルの模式図。
(b) ビームラインの写真。(c) 測定用超高真空槽の写真。

14

6.38

15

6.39

6.40

6.41
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図 8：Pd ナノクラスターに水素を吸着させたときの核反応
共鳴プロファイル。
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N のエネルギーを選択することでプローブする深さ

ように、Pd 中への水素の吸収は水素圧力が高くな

を変えることができる。クラスター表面および内部

るにつれて増大することが見られており、水素化反

の水素を弁別して温度依存性を測定したところ、表

応には吸収水素が寄与していると考えられる。最近、

で脱離することがわかった。すなわち、水素にとっ

着した状態とサブサーフェス領域に吸収された状態

ては内部に比べて表面の方が安定であることを意味

を弁別できることを明らかにした。これを利用し

面水素は 350 K で、内部に吸収された水素は 250 K

する。

図 9 挿入図に示すような 2 重結合を持つ炭化水

素 cis-2-butene と水素が Pd ナノクラスター表面に

吸着すると、cis 型から trans 型への異性化反応と

単結晶表面でも条件を整えると水素が Pd 表面に吸

て同様に cis-2-butene の水素化反応を調べたところ、
やはり水素が内部に吸収された状態のときに水素化
反応が生じることを見いだした。
表面に吸着した水素と内部に吸収された水素、果

２重結合に水素を付加する水素化反応とが起こる． たして何が違うのか、それが現在の最大の疑問であ
図 8 の結果をもとに、Pd ナノクラスター上での水

る。吸収された水素がいつでも反応性を有するのか

素化反応と異性化反応の水素圧力依存性を調べた。 と言えば、必ずしもそうではない。水素を吸収する
図 9 は、D2 と cis-2-butene（C4H8） と を 真 空 槽 に

導入し、異性化反応（C4H8→C4H7D）と水素化反応

（C4H8+D2→C4H8D2）の生成物を測定した結果である
[10]。はじめに cis-2-butene（C4H8）を導入し定常状

が反応には寄与しない表面もある。電子的な状態や
運動性が違うのであろう、と考えているが、今のと
ころ調べる術がない。バルク中での水素の拡散につ
いては、門野氏を中心としたグループの μSR による

態を保つ。その後、一定圧力の D2 を導入し、生成

精力的な研究がある、超低速ミュオンを利用すれば、

物を観測すると、徐々に反応が始まり、一定時間後

表面とサブサーフェス領域にいる水素の電子状態と

には定常的な反応に達する様子が観測される。この

運動性の違いを明らかにできると期待している。

とき、異性化反応は導入する D2 の圧力に依らず反

応が生じるのに対して（黒四角と緑四角）、水素化
反応は圧力が高い方が反応が早く定常状態に達する

（赤丸と青丸）という結果が得られた。図 8 で見た

3.2

半導体表面・界面と水素

現代の高度情報化社会が半導体デバイスに支えら
れているのは、疑いのない事実である。そして、そ
の半導体の電子特性はしばしば水素に左右されるこ
とが知られている。水素が及ぼす影響のひとつは、
半導体中のダングリングボンドや不純物を終端し不
活性化させること、もう一つはバンドギャップ中に
水素誘起の不純物準位をつくること、である。

図 10 は，SiO2(42nm)/Si 試料を水素中加熱，真空

中加熱した時の水素量の変化を核反応法で測定した

結果である [11]、図 8 同様、横軸は 15N ビームのエ
ネルギーで、表面からの深さに対応する。矢印で示
したところが、酸化膜と基板シリコンとの界面に相
当し、水素加熱により水素量が増加し、逆に真空加
熱により水素が消失していることがわかる。従来か
ら、水素処理によってデバイスのリーク電流が減少
したり、また界面準位が低減したりすることが知ら
れており、経験的に水素処理が行われてきた。この
結果は、水素処理によって確かに水素が界面近傍に
導入されることを示している。しかしこの結果を詳
図 9：Pd ナノクラスターにおける水素化反応と異性化反応の
時間変化。
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で進めている。実験装置として、レーザー分光ほか、
光電子分光、赤外吸収分光、STM などは駒場の第
二キャンパスに、上で述べた共鳴核反応装置は、本
郷工学系のタンデム加速器研究施設に設置されてい
る。駒場と本郷、1 時間弱の距離を行き来しながら
の研究生活である。ここに今度は J-PARC での実験
が加わることになる。
レーザー分光の実験では、高調波発生、共鳴波
長の探索、イオン化効率向上、イオンの効率的捕集、
などは日常的な作業である。また共鳴核反応実験で
は、ビームラインの設計・作製、イオン光学系の設
計・製作、γ 線計測系構築、などを自前で行ってきた。
ミュオンのビームライン建設、レーザーによるイオ
ン化、ポジトロンの計測、などいずれも我々にとっ
ては大変親近感を覚える term ばかりである。

研究を離れた研究室の活動としては、私の好み
もあり種々のスポーツ行事が多い。毎年正月には所
図 10：SiO2（42nm）/Si 試料について測定した核反応共鳴プ
ロファイル。(a) 加熱処理前、(b) 水素中加熱後、(c) 真
空加熱後。

内で駅伝大会が開かれ、体育会陸上部やサッカー部
出身の大学院生を主体で組んだチームは、現在 3 連

覇中である。そのほか、サッカーは週に 1 回中庭で、
体育館が予約できればバスケットなど、体を動かし
てリフレッシュと懇親に努めている。サッカーの対

の水素量とデバイスの耐久性との関連を調べたとこ

外試合申し込みも随時受け付けている。これまでや

ろ、酸化膜中の界面近傍に水素が存在すると、電気

や粗野なイメージが強かったのだが、最近はピアノ

特性を悪化させることが明らかとなった．なぜ，界

やバイオリンをたしなむメンバーが加わり、芸術の

依然疑問のままである。

3C（Challenging, Creative, Curious）をモットーに超

面近傍の SiO2 中に水素が多くトラップされるのか、 香り（？）も漂うようになって来た。研究における
μSR による半導体・酸化物中水素の研究では、 低速 μSR 実験にものぞみたいと思っている。
下村氏を中心としたグループが活発な研究を展開さ
れている。超低速ミュオンであれば、界面をねらっ
た分光も可能であり、界面近傍での水素の状態を明
らかにし、さらにデバイス特性向上にも寄与できる
と期待している。TiO2 や SrTiO3 は、バンドギャッ
プ ~3eV の絶縁体であり、光触媒による水素生成光
触媒や水素センサー機能があることで注目されてい
る．現在はこれらの表面・界面での水素の電子状態
にも注目して研究を進めているところである。

４．研究室風景
さて、研究室の様子なども紹介したい。現在の
メンバー構成は、スタッフとして、私の他、Wilde
准教授、松本助教、技術職員の河内、小倉で構成さ
れている。核反応の実験は、筑波大の関場氏と共同
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２．電子線滅菌用加速器

『超低速ミュオン線形加速器の開発』

私は東工大大学院の博士課程（1997 ～ 2000 年）
のとき、リッジトロンという電子線滅菌用加速器の
開発が研究テーマでした。これは医療機器滅菌など
の電子線照射プロセス用に、東工大と民間企業が共
同で研究開発をおこなっていた高周波電子加速器

林﨑 規託
東京工業大学原子炉工学研究所

で、高周波電力増幅器に VHF バンドの大電力真空

管を使用し、CW 運転をおこなうことで大電力ビー
ムを実現するものでした。
同じコンセプトをもつ先行機種として、1989 年

Prof. Noriyosu Hayashizaki

に仏 CEA の Saclay 研究所で考案され、ベルギーの

Research Laboratory for Nuclear Reactors

IBA 社が商品化したロードトロンという加速器があ

Tokyo Institute of Technology

り、ちょうど当時は、それまでの電子線形加速器で
は実現が難しかった、加速エネルギー 10 MeV、ビー
ム出力 100 kW という性能を切り札に、世界規模で

の普及が始まっていました。なお、ご存知の方もお

１．はじめに

られると思いますが、加速エネルギーが 10 MeV な

本年度より、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・

のは、これ以上になると滅菌対象物が放射化してし
まう恐れがあるからです。

生命・素粒子科学のフロンティアの公募研究に、超

リッジトロンとロードトロンの大きな違いは、加

低速ミュオン線形加速器の開発のテーマで参加する

速空洞の構造とビーム軌道の形状です。最初に加速空

ことになりました。よろしくお願いいたします。

洞ですが、ロードトロンの半波長同軸空洞共振器に対

2010 年の師走のある日に、高エネ研の齊藤直人さんか

振器を利用します。なお、新しい加速器なので最初は

ら電子メールが届きました。タイトルには「ミュオン

名前がなく、どうしたものかと関係者で考えていたと

異常磁気能率（g-2）の測定実験」とあり、読み進め

き、ビームの連続加速にリッジ電極を効果的に活用す

ていくと、ぜひミュオン加速に協力していただきたい

るため、私が提案した「リッジトロン」が採用されま

ので、近日説明にうかがいたいと書いてありました。

した。また、このリッジ付空洞共振器は，今回採択さ

私がミュオンと関わり始めたのは約 2 年前からです。 して、リッジトロンは TE111 モードのリッジ付空洞共

東工大大学院で加速器を学び、その後も高エネ研
や東工大でイオンや電子の加速器を作り続けてきた
自分にとって、ミュオンは二次粒子ということもあ

れた公募研究でも、低エネルギーミュオン加速用 IH
線形加速器の基盤技術として利用されるものです。

次にビーム軌道ですが、ロードトロンでは図 1 のよう

り遠い存在でした。宇宙線ミュオンによる製鉄所の

な花弁状をしていますが、リッジトロンは図 2 のように

高炉内測定のニュースを耳にしたときには、いつか

ジグザグ状となります。しかし、どちらもビーム加速後

加速器でミュオンを加速することができれば面白い

に偏向電磁石でビーム軌道を折り返し、加速空洞を

だろうなとも考えましたが、やはり将来の話と思っ

何度も加速に利用することで効率を高めています。

ていました。しかし、一通の電子メールが私とミュ
オンの間に道をひらきました。これからどんな未来
が待っているのか、非常に楽しみです。
さて、今回の原稿依頼を受けて、何を書こうか
迷いました。ミュオンについては、たぶん読者の皆
様の足下にも及びません。そこで、私がこれまで関
わってきた加速器について紹介することで、専門分
野についてご理解を願うことにしました。
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図 2：リッジトロンプロトタイプの構成とビーム軌道。

図 3：2.5 MeV リッジトロンプロトタイプ。

３．J-PARC 建設への参加
リッジトロンの動作原理ですが、電子銃より引き

東工大大学院を修了後、2000 年 4 月より私は高

出され、ソレノイドレンズを通過して入射した電子

エネ研のポスドクになり、J-PARC 建設に参加しま

ビームは、加速空洞の径方向に進行し、リッジ電極

した。これは 2001 年 5 月の東工大異動後も共同研

間において加速されます。そして、偏向磁石に到達

究員として継続し、東工大や高エネ研の法人化直前

したビームは再び加速ギャップの方向に 180 度反転

まで、環状結合構造（ACS）線形加速器の実務責任

され、連続的な加速がおこなわれることになります。 者を担当していました。
なお、任意の偏向磁石を無磁場とすることで、最終

ACS 線形加速器は、旧ソ連で考案された結合空

エネルギー到達前にビームを取り出すことも可能で

洞型の高エネルギー線形加速器です。高エネ研では

す。高周波カプラーを通じて電力を供給することに

1980 年代後半より JHP や JHF のなかでフィージビ

より、TE111 モードの高周波電場が加速ギャップに

リティスタディが続けられましたが、統合計画（J-

励振され、半周期ごとにビーム加速がおこなわれま

PARC）では運転周波数が 1296 MHz から 972 MHz

す。ビーム収束については、本研究開発のなかで考

に変更されたので、加速空洞のサイズが大きく変

案した、アクティブ・フィールド・クランプ機構を

化しました。最初はその検証をしていたのですが、

導入しました。これは逆磁場を上手く利用して、水

2001 年度に建設予算が承認され、建設立ち上げの

平・垂直両方向のビーム収束をバランスよくおこな

ため非常に忙しくなりました。

うものです。

そして実際に、運転周波数 100 MHz、加速エネ

ルギー 2.5 MeV のプロトタイプが製作され、ビー
ム加速試験に成功しました。その後、民間企業が共
同研究から離れ、まだ 10 MeV 実機の製作までには

世界初の ACS 線形加速器の量産実用化と、加速

エネルギー 181 ～ 400 MeV、全長約 110 m という
スケールでの実機建設に向けて、ゼロに近い状態か
ら全体設計を立ち上げ、加速空洞やビームラインの
機械的・電磁気的設計、機械加工方案の検討、耐放

至っていませんが、現在も実用化検討を続けていま

射線真空システムの開発などをこなしました。仕様

す。

や設計の変更に追われる日々でしたが、途中から同

18
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僚が加わり、海外研究者やメーカーとも協力しなが
ら全体をとりまとめ、後任に引き継ぎました。

く加速するかが最大の課題となります。
また、高周波四重極（RFQ）線形加速器でイオン

私の離任後、ACS グループ関係者の多大な努力

ビームを加速するとき、その加速可能なビーム電流

により量産設計が完了しました。製作予算の関係か

量はビーム速度と四重極電極間に印加される電圧の

ら量産とインストールの時期は J-PARC の運転開始
後になりましたが，いよいよゴールが見え始めまし
た。3 GeV RCS のビーム出力 1 MW 増強が待たれ
ます。

積に比例します。しかし、四重極電極への印加電圧
は放電限界値によって制限されるため、これまで速
度の遅い低ネルギー重イオンを大強度で加速するこ
とは非常に困難といわれていました。
そこで、その効果的な解決策として、本研究で

は大強度重イオン加速用マルチビーム型 IH-RFQ 線
形加速器の開発に取り組みました。すなわち、1 本
の大強度ビームを複数に分割し、並列に同時加速す

ることで空間電荷効果を緩和するものです。しかし、
1 台の加速空洞で 1 本のビームを加速するのが加速
図 4：ACS 加速セル（左）と結合セル（右）。

図 5：ACS 線形加速器。

器の常識であることから、マルチビーム加速の先行
研究は極僅かしかありません。

図 6：2 ビーム型 IH-RFQ 線形加速器の内部。

４．マルチビーム線形加速器
国立大学法人化とあわせて J-PARC 建設から離れ、
法人化による大学内のざわめきも落ち着いてきた頃

それならば実際に自分達で作ってみるしかない
ので、マルチビーム重イオン加速の原理実証機とし

に、マルチビーム線形加速器の開発を始めました。

て、2 ビーム型の IH-RFQ 線形加速器とレーザーイ

加速器技術における難しい問題のひとつに、低エ

オン源および加速ビーム分析システムの全てを新し

ネルギー領域における大強度重イオンビーム加速に

く開発し、最終的に 108 mA（ビーム 1 本あたり 54

伴う空間電荷効果があり、加速可能なビーム電流量

mA）の炭素 2 価イオンビームの加速に成功しまし

ビーム速度の二乗に反比例する性質があるため、低

たりでは世界最大の重イオンビーム強度です。

が制限されます。その強さはビーム電流値に比例し、 た。このビーム電流量は、RFQ 線形加速器 1 台あ
エネルギー領域（核子あたり数 keV ～数 MeV）か

この研究開発を一緒におこなった大学院生の石

つ大電流（10 mA 以上）の重イオンビーム加速は、 橋拓弥さんは、博士課程を修了後、高エネ研の加速

加速器として最も厳しい条件のひとつと考えられ、 器施設に採用され，現在は Super KEKB の建設に従
いかにしてビームロスを最小限に抑えながら効率よ
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我が国は、BNCT に関して長年にわたり世界を
リードしてきていますが、その中性子源に研究用原
子炉を利用しているため、利便性の高い都市部での
展開が困難な状況にあります。このため、原子炉に
替わる中性子源として加速器を使用した、医療機器
としての安全性、安定性、経済性を兼ね備える、都

市部病院に最適な小型の加速器 BNCT 照射システ
ムの開発を進めています。

図 7：2 ビーム型 IH-RFQ 線形加速器。

図 9：現在開発中の加速器 BNCT システムの構成。

５．ホウ素中性子捕捉療法
ミュオンとの関わり始めは電子メールでしたが、

加 速 器 を 用 い た 中 性 子 の 生 成 は、 Li(p,n) Be，
7

7

Be(p,n)9B などの中性子発生反応を原理として、加

ホウ素中性子捕捉療法の場合は、約 5 年前に突然

9

の来訪があり、協力依頼を受けて始まりました。

速ビームをターゲットに照射することでおこないま

放射線がん治療法には、①がんに高い線量分布を

す。反応によって得られる中性子の最大エネルギー

物理的に与えて治療する方法と、②放射線に対する

7
7
や生成効率の条件から、BNCT には Li(p,n) Be 反応

的に治療する方法の 2 種類があります。前者の代表

つとして考えられており、①発生した中性子を減速

的なものが陽子線・重粒子線がん治療法ですが、悪

体系を通過させることで熱外中性子に変化させて利

性脳腫瘍やメラノーマなど浸潤性や多発性のがんに

用する方法（減速利用法）と、②しきい値近傍反応

は適用が難しく、このような難治性がんには、後者

で発生する中性子を直接利用する方法（直接利用法）

のホウ素中性子捕捉療法（BNCT）が有効です。

が可能です。また、リチウムは融点が低いため固体

薬剤の増感作用によって、がんを細胞レベルで選択 （しきい値 1.881 MeV）の利用が最有力候補のひと

この治療法は、特定のホウ素薬剤を選択的にが

と液体のどちらの状態でもターゲットに使用できま

ん細胞に集積させ、ホウ素が中性子と反応して発生

すが、リチウム以外の場合は固体で使用されます。

するアルファ粒子とリチウム原子核の両粒子の飛程

私達のグループが採用している中性子発生ター

が細胞サイズとほぼ同じ性質を利用して、周囲の正

ゲットは、従来の固体型ターゲットに比べて照射損

常細胞に影響することなく、がんを細胞レベルで破

傷による時間的劣化が極めて少なく、格段の長寿命

壊できる特徴をもちます。

化と安定した冷却性能を実現することを目標とし
た、リチウムの直接利用法と、放射線損傷の無い液
体型タイプを組み合わせた、BNCT 用として世界的
にみてもオリジナルなものです。しかし、その独創
性ゆえに、液体リチウムターゲットの実現可能性が
疑問視されていました。
それならば実際に自分達で作ってみるしかない
ので予算申請をおこない、NEDO 委託事業として
昨年 3 月からプロトタイプ装置の設計製作し、今年
1 月に実用的な運転条件（液体リチウム温度 220 ℃

図 8：ホウ素中性子捕捉療法。
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厚 0.6 mm、流速毎秒 30 m のリチウム液膜流を、曲

率半径 10 cm の湾曲板上に幅 50 mm × 長さ 50 mm
の領域に安定形成することに成功しました。

図 10：実証試験に成功したリチウム液膜流。（220 ℃，
-4
流速毎秒 30 m、雰囲気圧力 10 Pa）

このリチウム液膜流は、将来的に製作予定の小型

運転周波数 324 MHz の IH 線形加速器を，電磁場解
析シミュレーションやビーム軌道計算を用いてデザ
イン最適化を進めています。

図 11：現在デザイン中の IH 線形加速器。

加速器の研究開発には、加速器学を究める研究

陽子加速器から得られる、直径 3 cm の陽子ビーム

と、ユーザーのニーズから始まる加速器開発の、二

の照射に対応できるものであり、直接利用法（エネ

種類があると個人的には思っています。これまで両

ルギー 1.9 MeV、ビーム強度 20 mA、ビームパワー

方を経験してきましたが、どちらも楽しく、やり甲

38 kW）と減速利用法（最大陽子エネルギー 3 MeV、 斐がありました。ミュオン加速器についてもよい経
最大電流 20 mA、最大ビームパワー 60 kW）の両方

験ができるものと確信していますが、まだまだわか

のターゲットとして利用可能です。

らないことだらけですので、少しプレッシャーも感

今後ですが、今回開発に成功した液体リチウム

ターゲットに陽子ビームを照射し、実際に BNCT

じています。何卒ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお
願いいたします。

が可能な強度の中性子を発生させ、システム全体の
安全性と信頼性を確認することを計画しています。
予算が確保できしだい陽子加速器を製作し、実証運
転をおこなう予定です。

6. そして，ミュオン加速器
電子でもイオンでもないミュオンは、加速器に
とって未知の粒子であり，非常に面白い存在です。
昨年度より「ミュオン異常磁気能率（g-2）の測定
実験」に関わり、今年春から公募研究「研究項目
A01：超低速ミュオン顕微鏡創成と極微 mSR」が採

択され，現在は本研究室の大学院生とともに、低エ
ネルギーミュオン加速器の開発を、高エネ研の吉田
光宏さんと協力しながらおこなっています。
具体的には、ミュオニウムをレーザー解離して

得られた超低速ミュオンを、g-2 実験用には 3 MeV

以上、顕微鏡用には 1 MeV 以上に加速するための、
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のになっています。しかしながら、物質や薄膜の表

『ミュオンと核プローブの相補利用による
磁性積層膜の深さプロファイル探査』

面からの深さに依存した電子状態や、深く埋もれた
場所に位置する界面の電子状態を実験的にみること
はそれほど容易ではなく、ミュオンや核などミクロ
なプローブを用いた測定法の発展には今後大いに期
待が持たれます。
本公募研究には、本学の田中雅章助教と筑波大学

壬生 攻
名古屋工業大学大学院工学研究科

の柳原英人准教授に連携研究者として参画いただい
ております。田中助教は、薄膜の作製・微細加工や
電気伝導性測定を得意分野としており、高品質金属
積層膜の作製などで協力いただく予定です。一方、

Prof. Ko Mibu

柳原英人准教授は、優れた酸化物薄膜の作製ノウハ

Nagoya Institute of Technology

ウを持っており、高品質酸化物薄膜の作製で協力い
ただく予定です。工学系単科大学ということもあり
学生の博士後期課程進学率はそれほど高くなく、上
記 2 名に加えて修士（博士前期）課程 4 名および学

名古屋工業大学の壬生でございます。この度は、 部 4 名の学生が現有戦力ということになります。
公募研究「ミュオンと核プローブの相補利用による
磁性積層膜の深さプロファイル探査」を採択いただ

研究室内の主要な実験装置は、超高真空交互蒸着

装置（図 1）とメスバウアー分光装置（図 2）です。

き、領域代表の鳥養映子先生をはじめとする関係者

蒸着装置は、単発の電子銃 2 機と 6 連の電子銃 1 機

磁性薄膜やナノ構造体の研究を、原子核プローブを

す。成膜装置としては、この他、単発電子銃 4 機搭

用いた測定手段であるメスバウアー分光法などを用

載の真空蒸着装置と、パルスレーザー堆積装置を保

いて進めて参りました。ミュオンは直接利用させて

有しています。一方、メスバウアー分光装置は、現

中性子回折実験のお世話になっていたとき壁一枚隔

封放射線源と

の皆様に深く御礼申し上げます。私自身はこれまで、 を備えており、最大 8 種類の蒸着源の使用が可能で

いただいたことはなく、学生時代に KEK-KENS で

57
57
在 4 ユニットが稼働中で、 Fe 核測定用の Co 密
119

Sn 核測定用の 119mSn 密封放射線源

ててミュオンの実験チームがあったことや、助手時

をそれぞれ複数個常備しています。図 2 の装置は、

代に鳥養先生からミュオンの実験用に御提案いただ

薄膜の研究には欠かせない散乱配置でのメスバウア

いた 2 次元磁性体の薄膜試料を作製したことなど

が、これまでの数少ない接点であります。その後の

ー分光測定（内部転換電子メスバウアー分光測定）
が低温領域まで可能な、国内外でも有数の装置です。

ミュオンを取り巻く研究環境の著しい発展について
もまだ十分フォローできておらず、これからいろい
ろ勉強していかねばなりませんが、どうぞよろしく
お願い申し上げます。
さて、この度の公募研究は、ミュオンをプローブ
とした mSR 法と、原子核によるガンマ線の共鳴吸
収スペクトルから核を取り巻く電子状態を探ること
ができるメスバウアー分光法を相補利用して、磁性
薄膜や磁性積層膜の深さに依存した磁性その他の物
性を探査していこうとするものであります。最近の
ナノテクノロジーやスピントロニクスの発展に伴
い、ナノメートルサイズの薄膜や微小構造体の研究
は大いに活性化されつつあり、このような物質にお
ける局所電子状態の測定ニーズはますます大きなも
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図 1：超高真空交互蒸着装置。
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図 3：薄膜試料測定用の放射光核共鳴散乱（放射光メスバウ
アー分光）セットアップの例。(a) 時間スペクトル測

図 2： メスバウアー分光装置（低温内部転換電子メスバウアー

定法、(b) 核ブラッグモノクロメータを用いたエネル

分光用セットアップ）。

ギースペクトル測定法、(b) 非磁性標準吸収体を用い
たエネルギースペクトル測定法。単結晶上に作製され
た薄膜・ナノ構造体試料に対しては全反射配置での測
定が必要となる。（瀬戸誠教授、三井隆也博士、依田
芳卓博士らとの共同研究より。）

折しもこの 7 月から文部科学省のナノテクノロジープ

放射光核共鳴散乱法として物質の磁性を調べる上

ラットフォームプロジェクトがスタートしました。ナ

でこれまで主流になってきた実験方法は、パルス放

ノテクノロジー支援のため、大学の研究リソースを提

射光を入射したのち試料中の原子核により共鳴散乱

供するプロジェクトですが、当研究室でも「メスバウ

される放射光を、mSR 実験のように、「時間スペク

アー分光支援」を担当し、有料ではございますが、各

トル」として測定する方法であります。放射光散

方面からの外注測定をうけたまわっております。

乱強度を時間に対してプロットした時間スペクト

今や成熟した実験法であるメスバウアー分光法

ルに現れる干渉パターンの周期から、原子核副準

も、最近は放射光の利用により新しい展開に入って

位のゼーマン分裂幅がわかり、内部磁場（magnetic

おります。メスバウアー分光法を単結晶基板上に作

hyperfine field）を調べることができます。しかしな

製された薄膜試料やナノ構造体試料に適用するのに

がら、薄膜試料やナノ構造体試料では一般に原子核

際しては、散乱配置での測定が不可欠でありますが、 の環境に不均一性があるため、干渉パターンが複雑
前述の密封放射線源とガス比例計数管を用いた内部

化し、詳しい解析が困難になります。これに対して、

転換電子検出法では、試料環境に対する制約が多い

通常の密封放射線源実験と同様に「エネルギースペ

ため、低温や磁場中・電場中など特殊環境下での測

クトル」を測定する方法が、最近いくつか開発され

定がそれほど容易ではなく、また界面の研究などに

てきました。スペクトルの解析が比較的容易になる

際しては一定のシグナルを得るのに相当の測定時間

ため、薄膜やナノ構造体の磁性研究にきわめて有効

を必要とします。これらの問題を解決する測定手段

な測定法になると期待されています。図 4 に、数原

として、放射光核共鳴散乱法（放射光メスバウアー

子層の Co2MnSn ホイスラー合金からなる薄膜試料

分光法）の利用が有望になっております。当研究グ

の

ループでも京都大学・瀬戸誠教授、日本原子力研究

ネルギースペクトルの例を示します。詳細について

開発機構・三井隆也博士、高輝度光科学研究センタ

は省略させていただきますが、超薄膜化に伴って内

ー・依田芳卓博士らとの共同で、SPring-8 にて、放

部磁場（したがって磁化）が減少していることや、

射光核共鳴散乱法の薄膜試料への適用研究を進めて

測定温度の低下とともに磁性が安定化されているこ

います（図 3）。
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プが不可能な試料の深さプロファイルの測定、核と
は異なる位置での局所情報の測定、薄膜面内 2 次元
プロファイルの測定、測定スポットの絞り込みによ
る面内不均一性の影響を回避した深さプロファイル
測定、比較的短時間での測定や動的挙動の測定、な
ども可能にします。ミュオンと核プローブの双方を
用いることによって、単独実験では得られない多角
的な結果が得られるものと期待されます。
最後に、これまでに行ってきた関連研究の例を
いくつか紹介させていただきたいと存じます。図

5 は MgO(001) 基板上にある条件（オゾン酸化蒸着
57
法）で成長させた酸化鉄薄膜の Fe メスバウアー

図 4：厚さ 3 原子層（1.5 化学ユニット層）の Co2MnSn
ホイスラー合金薄膜の (a) 核共鳴散乱時間スペク
トルおよび (b) エネルギースペクトル。

スペクトルです。強磁性トンネルバリアとしてスピ
ントロニクス分野での活用が期待されている絶縁性
強磁性体の g-Fe2O3 薄膜の作製条件を探るのが目的

ですが、この作製条件では、基板から遠くなるほど
展の結果、 Fe 核に関しては単原子層程度の厚さで
57

も数時間の測定で解析に耐えられるレベルのシグナ

Fe3O4 が生成されていることが、メスバウアースペ

クトルに明確に示されています。メスバウアー分光
測定のため、測定したい深さの Fe のみメスバウア

ルを得ることができるようになりつつあります。原

57
ー分光に敏感な Fe で構成した試料を作製しまし

子層レベルで薄膜成長を制御する真空蒸発法を用い

た。このような同位体置換が不要になり、さらに試

て単原子層のメスバウアー核を薄膜表面から一定距

料中にメスバウアー元素の存在を必要としない測定

離に埋め込んだ試料を作製し、それを測定すること

法が発展すれば、より効率的に試料作製にフィード

によって、単原子層レベルの深さ分解能の局所情報

バックできる評価体制が整うものと期待されます。

が得られる体制が整ってきました。
試料環境に対する制約が少ない、と言う意味で
は、ミュオンを用いた実験も同様に魅力的でありま
す。深さ方向プロファイルを数原子層レベルの分解
能で測定できるようになれば、費用と作製労力がか
かる深さ選択的同位体置換も不要になります。ま
た、放射光核共鳴散乱測定では、放射光の光路上に
ある核の数を多くしてシグナルを十分稼ぐ必要があ
るため、薄膜試料に対しては通常全反射配置（斜入
射配置）での測定が採用されますが、このことが高
い空間分解能での面内プロファイル測定の妨げとな
ります。この点からは、ミュオン顕微鏡の発展に期
待が持たれます。ミュオンの得意なダイナミックス
測定を含め、放射光核共鳴散乱法測定を含めたメス
バウアー分光法で得られる情報とは相補的な、ミュ
オンならではのユニークな情報が得られることに期
待する次第であります。超低速ミュオンおよびマイ
クロビームは、試料の構成元素を選ばないだけでな
く、メスバウアー分光法や核共鳴散乱法が不得意と
する測定、すなわち、核プローブの深さ選択的ドー

24

図 5：オゾン酸化蒸着法を用いて MgO(001) 基板上に成長さ
せた酸化鉄薄膜のメスバウアースペクトル。基板から
の距離に依存して生成物が g-Fe2O3 から Fe3O4 に変化
していることがメスバウアースペクトルに明確に現れ
ている。（筑波大学・喜多英治教授、柳原英人准教授
らとの共同研究より。）
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一方、図 6 は、数年前（少々古い話で恐縮ですが）、
日本原子力研究開発機構・武田全康博士との共同で
行った Cr 薄膜に関する実験です。バルク状態でス

ピン密度波型反強磁性構造をとる Cr の磁性は、歪

みや不純物や界面効果に敏感で、薄膜の Cr がどの

ような磁性を持つかについては、未だに謎が多い問
題として残っています。このような Cr の bcc (001)

エピタキシャル薄膜を作製し、その原子面を周期的

に Sn の単原子面で置換した場合、電子相関と界面
効果の競合でどのような磁気構造が現れるかを調べ

以上のように、初期の研究対象候補物質として、
ホイスラー合金系積層膜、Cr 系積層膜、酸化鉄系
積層膜などが挙げられます。これらの良質な積層膜
を作製し、磁気的性質などの深さプロファイルの測
定を推進していく予定です。ホイスラー合金系積層
膜に関しては膜厚や界面からの深さに依存した磁気
的安定性などが、Cr 系積層膜に関しては特異なス
ピン密度波の温度依存性などが、酸化鉄系積層膜に
関しては深さに依存した物質安定性などが研究の対
象となります。また、これらのオーソドックスな磁

た結果です。中性子回折実験で周期的磁気構造を、 性薄膜の研究の他、2 次元磁性層の磁気的ダイナミ
119

Sn メスバウアー分光法で局所情報（磁気変調構

ックスの測定やスピン注入を用いた非平衡スピン偏

造の位相情報）を調べた結果、スピン密度波の「腹」 極状態の検出などの興味深いテーマも、機会と時間
が Sn 層の位置にピンニングされた特異な磁気変調

構造が安定化されていることが明らかになりまし
た。スピン密度波の「節」の数は、Cr 層の厚さ（Sn

が許せば手掛けていきたいと考えています。

学生時代に目にして強い印象を受けた論文の 1 つ

に、a-Fe2O3 の mSR 測定の論文があります。メスバ

単原子面の間隔）に依存してステップ的に変化する

ウアー分光法で Fe サイトの内部磁場を測定しても

とともに、温度に依ってもステップ的に変化しま

モーリン温度前後でほとんど変化が観測されないの

す。しかしながら、このような構造が最表面まで維

に対して、mSR 法でサイト間の内部磁場を測定する

持されているのか、温度変化に伴う相変化（温度依

とモーリン温度前後で大きな変化が観測される、と

存位相スリップ）に際して動的磁気挙動はどのよう

いった内容でした。このようなシンプルかつ印象に

になっているか、外部磁場下での磁気挙動はどのよ

残る相補利用実験の提案および実施ができれば、研

うになるのかなど、多くの謎が残ったままです。こ

究の喜びもひとしおかと思います。まだまだ浅学で

のような問題にミュオン実験を適用することができ

すが、今後とも御指導のほどよろしくお願い申し上

れば、異なる視点が拓けるものと期待されます。

げます。

図 6： Cr の bcc (001) 原子面を周期的に Sn 単原子面に置換し
た構造をもつ Cr/Sn 多層膜の磁気構造の Cr 層厚（Sn
単原子面間距離）依存性。（武田全康博士らとの共同
研究より。）
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ごしました。ヘリウムの超流動をやろうか、超伝導

『超低速ミュオンをプローブとするカイラ
ル磁性結晶のダイナミクス探索』

をやろうか迷っていた修士 1 年のころだったと思い
ますが、南部陽一郎先生が来られて「素粒子標準理
論から高温超伝導まで」という壮大なタイトルの講

演をされました [1]。その中で南部先生が「物理学

の最高峰の理論は超伝導の BCS 理論である」と断
言されたことが大変印象に残り、超伝導への敬意が

岸根 順一郎

高まりました。
言うまでもなく、今話題のヒッグス粒子は超伝導

放送大学 自然環境科学プログラム

転移においてクーパー場という物理的平均場が果た

Prof. Jun-ichiro Kishine

超克して多体系の基底状態波動関数を露わに書き下

（物質・エネルギー領域） した役割を真空の相転移に持ちこんだ概念です。理
論物理学としての BCS 理論は、粗視的な現象論を
The Open University of Japan

した初の量子場理論であり、自発的対称性の破れや
ヒッグス機構といった現代物理学の根幹的思想をご
く自然に内包する偉大な理論であったわけです。
「何

１．はじめに
このたび新たに新学術領域のメンバーに加えてい

はともあれ超伝導」ということで学生時代は酸化物
高温超伝導のスピンギャップ問題に取りみました。
その後 MIT にいた時、Frank Wilczek が「Cooper は

ただきました岸根と申します。どうぞよろしくお願

我が父なり」ということを言っているのを聞いて、

いいたします。私はいわゆる強相関電子系の物性理

想いを新たにした覚えがあります。現在は表向き超

論を専攻してきた者でして、ミュオンについては全

伝導の研究から離れていますが、このあたりの原体

くの素人です。素人理論屋の立場としては、超低速

験が研究動機の基礎となっています。

ミュオンがカバーする「ナノからサブミクロンまで

1996 年に博士課程を終えた後、4 か月ほど本郷の

の空間領域」と「ピコ秒からマイクロ秒までの時間

福山秀敏先生のところで研究生としてお世話になり

領域」という時空スケールで見える新しく意味のあ

ました。そこでは梯子型スピン系のスピンギャップ

る物理を開拓することがミッションであると心得て

異常の問題を場の理論の手法を使って扱いました。

います。本稿では、ここ数年来私が集中して取り組
んでいる「カイラル磁性結晶の物理」が、この目的

同年 9 月、岡崎の分子科学研究所に助手として赴任

しました。分子研では Bechgaard 塩や ET 塩といっ

に適ったものである点をお伝えしようと思います。 た低次元分子性導体における電子相関効果を摂動的
領域代表の鳥養先生より「研究の詳細でなく、今後

繰り込み群の方法を使って研究しました。しかし頑

の希望や夢、グループの紹介を書くように」と仰せ

張ってファインマンダイアグラムをたくさん拾って

つかっておりますので、本稿では自己紹介がてら初

も波動関数の姿が見えてこない摂動的枠組みの限界

志を綴ろうと思います。

を感じるようになりました。
そこで非摂動的な場の理論の考え方を学ぼうと思

２．研究遍歴

い、2000 ～ 2001 年の 1 年間文部省の在外研究員と

して MIT の Patrick Lee 教授のグループに所属しま

私の大学院時代（1991 ～ 1996 年）は高温超伝導、 した。同グループの Wen とともに「酸化物高温超
量子スピン系、量子ホール効果に代表される強相関

伝導体において強相関ゲージ場の効果が物理量とし

電子系の研究が大変華やかな頃でした。学会のシン

て観測にかかるか」という問題に取り組み、超伝導

ポジウムや科研費の研究会で繰り広げられる緊迫し

ボルテックス周辺でゲージ場効果が電荷密度の濃淡

た論戦を末席で眺めることは、若者にとって何より

として現れることを見出しました [2]。私が chirality

の刺激でした。私は凝縮系の多体問題に興味があっ （カイラリティ）という言葉を具体的に意識するよ
て、東大駒場の物性理論グループで大学院時代を過
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うになったのはこの時期です。MIT ではまず、量
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子細線の電気伝導に関連して「カイラル朝永ラッ

こうして、秩序状態に非線形な欠陥組織を埋め込

ティンジャー液体」の問題を調べました。また、上

もうというアイデアが生まれます。欠陥というと後

にも述べた銅酸化物高温超伝導体における強相関由

ろ向きのイメージですが、物質の機能という観点で

来のゲージ場のダイナミクスは、スピンカイラリ

見れば調和的線形構造は「さざ波」ひとつ立たない、

ティの揺らぎとして理解することができます。

のっぺりした状態です。

2001 年に分子研に戻り、当時分子研での同僚だっ

かくして秩序状態に埋め込まれた非線形欠陥構造

た（本新学術メンバーでもある）井上克也さん（現、 の意義が理解できるわけです。実際のところ、磁気
広島大）と不斉分子を配位子とする分子性カイラル

秩序構造にソリトン、ドメインウォール、ボルテッ

磁性結晶についての議論をはじめました。この議論

クス、ストライプ、バブル、スキルミオンといった

はなんとか論文の形にまとまりました [3]。

磁気的な欠陥組織（スピンテクスチャ）を意図的に

2003 年に九州工大に異動して間もなくのある日、 作り込み、電流や外場によってこれを制御しようと

論文 [4] で出した理論式が、無機磁性結晶である
CuB2O4 の磁化曲線と一致するということを、井上

いう研究が世界的な規模で非常に活発に進行してい
ます。この背景には、本新学術領域における主要分

さんとともにセミナーに出かけた青山学院大学で秋

野でもあるスピントロニクス研究の流れがありま

光純先生に指摘されたのです。これをきっかけとし

す。またこれらの欠陥にはトポロジー的な構造が潜

て、分子性結晶・無機結晶を含むカイラル磁性結晶

んでおり、機能を包み込む数理構造（役立つものは

の研究が始まり、現在に至っています。

美しい？）という華が添えられている点も多くの研

次節では、本新学術領域で私が目指す目標と結び

究者の心をくすぐる要素となっています。

つけながら、研究の方向性を紹介したいと思います。
３－２．物質科学とカイラリティ
３．超低速ミュオンをプローブとするカイラル磁性
結晶のダイナミクス探索

ところで、ランダウの 2 次相転移理論によれば秩
序構造は結晶の幾何学的対称性によって結晶内部に
括り込まれたものです。この意味で、秩序状態が織

３－１．磁性体の機能

りなすトポロジカル構造も結晶の幾何構造の配下に

新物質から新物性、新物性から新機能という流れ

あるわけです。我々はこの視点に立ってこの 8 年ほ

を繋いで体系化することが物質科学研究の一般的な

ど「カイラル磁性結晶で実現するカイラルらせん磁

戦略です。機能に繋がる物性というと、磁性、超伝

気構造」に興味を持って研究を進めてきました。結

導、強誘電といったマクロコヒーレンスを持つ秩序

晶対称性というがっちりした枠をはめることで頑丈

（強秩序）状態が中心的な研究対象となります。
ここでは話を磁性体に絞ります。磁性体の機能と
して重要なものに、情報の書き込み（メモリ機能）
・
読み出し（センサ機能）機能があります。ところで、

なスピンテクスチャを作ろうという発想です。ここ
で「らせん」ということの意味を振り返っておきま
す。
ゲーテは「自然界にはらせん的な傾向がある」と

結晶の隅々まで秩序立った強磁性状態があるとし

言ったそうですが [5]、回転と並進が絡み合うらせ

て、ここに情報を書き込むことは不可能です（濃淡

ん構造に「動的志向」を感得したゲーテの文学的直

がないため印をつけようがない）。情報を書き込む

感は、物質世界にも息づいています。らせん構造、

には、互いに極性が逆向きの磁気ドメインを非線形

つまりカイラリティを持つ分子や結晶は、電磁波の

模様に並べる必要があります。このイメージを一般

偏光面を回転させたり（光学活性）、超音波の偏波

化すると、マクロコヒーレンスとはいってもその構

面を回転させる能力（超音波活性）を示します。さ

造がマクロな線形構造である限り濃淡強度は一様で

らにアミノ酸や DNA のカイラル構造が、それらの

あり、状態そのものに情報を運ばせることはできな

持つ生体機能と本質的に結びついているであろうこ

いことが判ります。人間が外から操作するには、何

とは疑いの無い事実です。らせん構造の持つ「回る

らかの形で粒子的な、つまり非線形の自由度が必要

と進み、進めば回る」という性質はまた、「電気と

なのです。

磁気の結合」をもたらします。らせん軌道上を動く
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電子を考えますと、らせん軸に沿って電場をかけれ

イラルらせん磁気構造」（図 1）が現れます（正確

ば電子は電場方向に並進し、これにらせん軸周りの

に言うと、結晶がカイラルであることはらせん磁気

回転運動が伴うことになります。この結果生じる円

構造が現れるための必要条件ですが、十分条件では

電流は磁場を生み出します。カイラル構造を持つ分

ありません）。この状態は、スピン磁気モーメント

子や結晶のようにらせん的な環境に置かれた電子

というベクトル的自由度の「位相変調」が結晶の構

は、電場を磁場に転換する能力を発揮することにな

造カイラリティ（つまり「カイラル対称性の破れ」）

ります。これが、パスツールによって発見された光

によってマクロスケールで保持された非整合磁気秩

学活性の物理的起源です。この原理は、3-4 節で紹

序です。その空間周期は、DM 相互作用の弱さを反

介するように「ミュオン電子ラベル法」を活用した

映して数百オングストロームに達します。このよう

構造カイラリティの検出方法とも密接に関連しま

な長周期の非整合周期構造を中性子回折でとらえよ

す。

うとすると、極めて小角（± 1 度の程度）での散乱

電気と磁気の結合は，現在進展が著しいマルチ

のサテライトピーク検出が必要となり、現状での空

フェロイック物質（強磁性と強誘電性が共存する物

間分解能では検出が難しくなります。まず、このよ

質）を巡る研究の中心課題でもあります。そこでも

うな長周期磁気構造の空間マップを作成して「位相

カイラリティの概念が重要な役割を果たしていま

物体の可視化」を進めることは超低速ミュオン顕微

す。さらにコレステリック液晶のフォトニック効果、 鏡の特性を生かした研究対象と思われます。
スピングラス転移におけるカイラリティ秩序、強相

さらに、カイラルらせん磁気構造に 0.1 テスラ程

関電子系におけるゲージ場とスピンカイラリティな

度の弱磁場を印加すると磁気構造の空間周期を無限

ど、カイラリティの概念は物質科学の広範な領域と

大 ( 試料サイズ ) まで周期的に変調することができ

深く関わっています。

ます。これがカイラル磁性体に特有の「カイラルソ

３－３．カイラル磁性体のスピンダイナミクス
本題です。水晶のようにカイラリティを持つ結晶
が磁性を持つと、スピン・軌道相互作用に由来する

リトン格子（CSL）」（図 2）と呼ばれるスピンの非
線形位相構造（スピンテクスチャ）です。最近、大

阪府立大学の戸川欣彦准教授らによって結晶カイラ

リティを持つ磁性伝導体である Cr1/3NbS2 において実
際に CSL が実現していることが、ローレンツ電子

弱い「ジャロシンスキー・守谷（DM）相互作用」 顕微鏡像による実空間観測によって実証されました
によってスピン磁気モーメントの向きが特定の巻き

[5]。我々は CSL が全く新しいタイプの磁気抵抗効果

方（カイラリティ）を保持して周期的に捻じれた「カ

を引き起こす可能性を理論的に見出しています [6]。

図 1： カイラル磁性体 Cr1/3NbS2 におけるカイラルらせん

図 2： カイラルスピンソリトン格子 (CSL) 構造の形成（理論

磁気構造の形成。
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また、図 3 に示すように CSL は全体としての「並
進運動」に加えて「歳差」
、
「章動」という内部ダイナ

３－４．ミュオン電子ラベル法

ミクスを持つことが判っています [7-12]。これらの非

微視的な電子状態に対する結晶カイラリティの影

平衡ダイナミクスはまさに超低速ミュオンがカバーす

響を探る上でもミュオンの特性を生かすことができ

る時空領域と見事に一致しているのです。CSL の非

ます。カイラル結晶では、結晶の局所的非対称性を

平衡ダイナミクスをミュオンによって解き明かすこと

反映して電子軌道がらせん状の歪みを持ち、これが

は、基礎研究と応用研究を繋ぐうえでも極めて意義深

光学活性などカイラル結晶特有の応答を生み出しま

い問題と考えられます。図 4 に、
超低速ミュオンのター
ゲットとなりそうな関連現象をまとめて示します。

す。この場合、電子の古典軌道の右回り・左回りに
対応する磁気量子数である「ヘリシティ」が良い量
子数となります。電子の軌道ヘリシティはミュオン
スピンと結合し、「スピン・ヘリシティ相互作用」
を生みだします。このプロセスを検出する方法とし
て、鳥養先生らによって開拓されたミュオン電子ラ

ベル法 [13] があります。物質中に打ち込まれた正
ミュオンは、いったん電子を捕獲してミュオニウム
となります。ミュオニウムは、物質中で停止すると
捕獲した電子を手放します。このとき、電子のヘリ
シティとミュオンスピンとの相互作用を通して電

子のヘリシティを検出することができます（図 5）。
このプロセスを詳しく解明し、カイラル結晶場環境
中での電子の非対称軌道運動とミュオンスピンの結
合に起因するダイナミクスを検討することは新しい
問題です。

長さスケール [m]

図 3：カイラルらせん磁気構造に付随する様々なスピンダイナミクス。
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図 4： 超低速ミュオンがカバーする時空領域とカイラル

図 5：ミュオンスピンと電子ヘリシティの結合。

磁性関連現象の関係。
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３－５．弱い相互作用におけるパリティの破れ

司氏はローレンツ電子顕微鏡を用いた「スピンテク
スチャの実空間観測」を進めており、上にも紹介し

最後により根源的な課題として、「結晶における

たように Cr1/3NbS2 におけるカイラルらせん磁気構

カイラル対称性の破れが、ミュオン崩壊過程におけ

造およびカイラルソリトン格子の観測に成功してい

るパリティの破れを通して放出陽電子の角度分布に

ます。以上が現在までにカイラル磁性体について共

影響を与えうるか」という問題を、弱い相互作用の

著論文を書いてきた国内の主な共同研究者です。さ

理論に基づいて検討する作業が考えられます。放出

らに中性子回折については、サラゴサ大学（スペイ

陽電子の角度分布は、基本的にミュオンのスピン波
動関数 |μ 〉 と陽電子のスピン波動関数 |e 〉 の重なり
+

+

|〈e |μ 〉| で与えられる軸対称分布を持ちます。この
+

+ 2

ン）の Javier Campo、Fernando Palacio 両氏も様々な
面でサポートしてくれています。本題である超低速
ミュオンについては、2 年ほど前から鳥養映子先生

分布が結晶のカイラル環境によって何らかの影響を受

と議論を重ね、いよいよ具体的な研究に踏み込もう

ける可能性を探ることを考えています。これは現時点

かというところです。

では「うわ言」の段階ですが、もしできれば弱い相互

私自身の専門である理論物理研究に関しては、エ

作用におけるパリティの破れが結晶環境を通してマク

カテリンブルク（ロシア）にあるウラル連邦大学理

ロに検出できる可能性が拓けると考えています。

論物理学教室の Alexander Ovchinnikov 准教授、彼

３－６．数理物理としての面白さ

で研究を進めています（図 6）。彼らロシアの理論

のもとで学位を取得した Igor Proskurin 博士と組ん

数理物理としての面白さもあります。
「カイラル磁

家とは、かつて分子研に客員教授として来られた

適切な有効模型は磁性表現論に基づいて構築されま

を通して交流を始めました。きかっけは 2006 年に

気構造」は結晶対称性に由来するマクロ構造であり、 ことのあるウラル連邦大学の Nikolai Baranov 教授
す。また、磁場中で形成される非線形位相構造であ

Ovchinnikov 准教授が九工大の私のところへ 1 か月

るカイラルソリトン格子（CSL）の基底状態と素励

滞在されたことに遡ります。このときの議論が運よ

起は楕円関数を用いて記述でき、
「非線形場の理論」 く軌道に乗り、その翌年から今度は私が毎年エカテ
ならではの美しく豊かな解析構造を持っています。 リンブルクに短期間滞在し、現地で理論のアイデア
現実の結晶に美しい数理構造が潜む点はカイラル磁

をまとめたり計算の方針を固めたりするようになり

性体研究をより奥深いものにしているといえます。

ました。そして帰国後に主にメールのやり取りで論

４．現在の研究グループ

文を仕上げるというサイクルがこの 5 年ほど続いて
います。

研究遍歴の項でも触れましたが、現在の研究が本

格化したのは 2005 年頃のことで、青学の秋光純教
授、広島大学の井上克也教授を中心にグループを作
り、当時秋光研究室の大学院生だった高阪祐輔博
士（現在、青学大研究員）が系統的な物質創製を始
めて本格的な研究がスタートしました。今回、高阪
博士も本新学術領域の新メンバーとなっております
が、彼は物質創製だけでなく放射光、偏極中性子回
折法を含む幅の広い測定実験でも活躍しています。
物質創製についてはさらに、広島大学井上研究室
の西原禎文准教授が分子性結晶、無機結晶両サイド
からの研究を進めています。九州工大での同僚だっ
た美藤正樹教授は精密磁化測定、電子スピン共鳴を
中心に本研究に参加しています。また、大阪府立大
学の戸川欣彦准教授、森茂生教授、大学院生の小山
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図 6： 理論研究をともに進めているロシアの理論グループメ
ンバーとエカテリンブルク郊外の森林公園にて。左か
ら Igor Proskurin、V.L. Sinitsyn、私、A.S. Ovchinnikov。
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エカテリンブルクはウラル山脈の東側（モスク

ワから東へ約 1700 キロ）に広がる鉱物資源の豊か

な（それゆえロシアにおける結晶学や希土類磁性

５．放送大学
現在の私の研究室は、千葉県の幕張（京葉線海浜

研究のメッカとなっている）都市です。特に街の

幕張駅から徒歩 10 分程度）にある放送大学本部キャ

型ショッピングモールに人が絶えない明るい街で

道具は紙と鉛筆とコンピュータだけですので、出張

す。最近、旧西側の資本流入によるグローバリゼー

がない限りは研究室で仕事をしています。放送大学

ションがヨーロッパの古い都市の良き凸凹を均一化

特有の業務として、テレビやラジオで発信する放送

する傾向が顕著ですが、この影響がいよいよロシ

教材の企画や制作、教科書の執筆が加わります。放

中心部の夜景（図 7）は美しく、夜になっても大

ンパスの放送・研究棟 8 階にあります。研究に使う

アの真ん中にまで押し寄せている印象を持ちます。 送大学は社会人のために開かれた大学（英語名は
また、可笑しなことに当地では日本食レストラン

The Open University of Japan）という使命を負った

ブームで、「ワサビ」、「マツリ」、「タヌキ」
、「ハラ

機関ですから、学生さんは全国に散らばっています。

キリ」といった冗談のような名前の店が人気です。 放送大学での教育は学生さんの主体的な学習意欲を
以上のように、我々の研究グループは専門分野や

尊重する大学ですので、大学院生の場合でもあまり

所属、国を越えて広範囲に分布しています。新学術

口出しはせずご本人の興味あるテーマで論文が書け

領域はこれまで会うことのなかった研究者の新たな

るようサポートするのがこちらのミッションとなり

出会いの場でもありますので、我々の研究に興味を

ます。熱心な方は、週末やお盆の時期などにこちら

持っていただける方がおられれば是非とも仲間に加

へ議論に来られます。こういったサポートも重要な

わっていただければと思います。逆に、こちらから

職務です。

いろいろな相談を仕掛けることもあるかも知れませ

大学内の所属組織ですが、学部としては教養学部

んがその場合はどうぞよろしくお願いいたします。

自然と環境コース、大学院としては文化科学研究科
自然環境科学プログラムという名称の部門となりま

す。8 階の 1 フロアに数学、物理、化学、生物、宇宙・
地球各分野の教員が集まっています。こじんまりし

た組織ですが、引退された OB の先生が訪ねてこら
れたり、談話会を開催したりとにぎやかな環境です。
物理については、素粒子論の米谷民明先生と物性論
の私という 2 人態勢です。2 人で物理の全分野をカ

バーするのはなかなか大変ですが、現在「力と運動
の物理」（解析力学を含む古典力学）、「場と時間空
間の物理」
（電気力学と相対論）、
「量子と統計の物理」
（量子論と統計力学および現代物理への応用）とい
う 3 科目を 1 年ごとに作成するペースで作業を進め
ています。放送大学では、学期の谷間（夏休み期間
中など）に「特別講義」と呼ばれる単発の番組を企
画することもできます。だいたい旬の話題を取り上
げることが多いので、面白いテーマがあれば積極的
図 7：エカテリンブルクの夜景。
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６．まとめ
自己紹介がてらいろいろ述べてみました。強調し

たかったのは、“Chirality is mother of function” とい
う考えです。カイラリティを持つ環境には、ごく自
然に非線形、非対称な構造が宿ります。そこにソリト
ンダイナミクスのような非平衡ダイナミクスが加わる
ことで、構造が機能に転換します。
「カイラル構造か
ら機能へ」という道筋を見極めて（カイラル）構造主
義物質科学なる分野を拓いていくことが私の大きな目
標です。改めて、どうぞよろしくお願いいたします。
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『結晶と磁性のカイラリティ結合の実空間
マッピング』

２．研究遍歴
私は学部生の頃からずっと青山学院大学理工学部
秋光研究室に所属しており、現在は研究支援者 ( ポ

スドク ) として磁性研究を行っている。学部 3 年生
で配属する研究室選びで悩んでいた頃、秋光研究室

で MgB2 が発見され、秋光教授が授業中に非常に興

高阪 勇輔

奮していたことを記憶している。その興奮を共有し
て自らの手で次なる夢である室温超伝導を発見した

青山学院大学理工学部

いと思い、秋光研究室の門を叩いたのだが、秋光教

Dr. Yusuke Kousaka

をしている」と意外 ( ？ ) なことを言われ、学部・

授からは「君は超伝導探索というより、中性子の顔

Department of Physics and Mathematics,

修士の時は主に中性子回折実験による強相関電子系

Aoyama-Gakuin University

の軌道秩序の研究を行った。その結果、磁性研究を
通じて充実した日々を送ることが出来、感謝してい
る。博士課程進学を決めたある日、秋光教授に「将来、
らせん磁性の時代がきっと来る。私の直感は外れな
いので騙されたと思ってやってみたらどうか」と言

１．はじめに

われた。当時、マルチフェロイクスという言葉もな

「超高感度な磁化測定のようなもの」
研究室配属直後の学部生の時、学位論文の研究テー

く、らせん磁性の時代が想像できず手探りの状況で
あったが、らせん磁性と磁気的なソリトン格子が形

マに関連したミュオン測定の論文の中身がさっぱり

成される無機化合物 CuB2O4 に焦点を絞り研究を開

分からず、博士課程の先輩に質問したら上記の理解

始した。実に奇妙な磁化が観測され、その結果の解

に及ばない返答を得た。当時、非磁性元素から構成

釈が出来ずに頭を抱えていた頃、岸根先生 ( 現、放

される Ca1-xLaxB6 や CaB2C2 がシグナル自体は微弱

送大 ) と井上先生 ( 現、広島大 ) が青山学院大学の

ながらも強磁性を示したため、研究室内でこれらの

セミナーで講演をされた。奇妙な磁化の振る舞いが

物質のミュオン測定を実施していたこと、また、失

カイラリティというキーワードで理解できうると知

礼を承知で申し上げると、磁性研究においてミュオ

り、共同研究させて頂けることとなった [1]。この

ン測定が中性子回折測定といった他の実験プローブ

日が自分にとっての大きな人生の転換日であったと

と比較して絶対的な優位点を築くには至っておら

認識しており、現在の研究に繋がっている。

ず、そのような状況が冒頭の返答に繋がったのでは

現在、研究室の 9 割弱の学生が新規超伝導体探索

ないかと個人的に考えている。数年前、とある研究

を行っているが、残りの 1 割強の学生 ( 計 3 名 ) と

会で鳥養先生の超低速ミュオン顕微鏡についての講

私がらせん磁性体の研究を行っている。割り当てら

演を拝聴する機会があった。自分のミュオン測定に

れている人数が少ないのは、教授の夢の一つである室

対する不理解を恥じると共に、鳥養先生の描く将来

温超伝導体の発見が途方もなく険しい道であることに

像が、私にとって夢の測定手法になりうることを

起因している。上記の文章を読めば明らかだと思うが、

知った。その夢を現実とするロードマップ「結晶と

教授が磁性研究に無関心だからという理由ではない。

磁性のカイラリティ結合の実空間マッピング」を公
募研究に申請し、新たに新学術領域のメンバーとし
て加えて頂けることになった。私がミュオン測定の

３．研究背景

経験がない新参者であったのにも関わらず、「超低

一般的に、らせん磁気構造の右巻きもしくは左巻

速ミュオン顕微鏡」の研究に関わる機会を与えて頂

きの磁区のみを自発的に生成することは、交換相互

き感謝します。また、「めそん」に研究紹介する機

作用のみではエネルギー的に困難である。しかし、

会を与えて頂いたことについても感謝します。

カイラルな結晶構造を有する物質においては、交換
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相互作用と Dzyaloshinskii-Moriya (DM) 相互作用が
拮抗することによりこの縮退が解け、片巻きのみの

４．研究計画

単一磁区を有するカイラルらせん磁気構造が自発的

超低速ミュオン顕微鏡は、高空間分解能及び高エ

に生成される。しかし、カイラルらせん磁性体の候

ネルギー分解能の観点から、試料内の局所物性評価

補は数える程しかなく、結晶構造のカイラリティ制

及び実空間物性分布の観測が可能であり、カイラル

御が極めて困難であることがその検証を困難にして

らせん磁性研究を行うにあたって非常に有力な実験

いる。例えば、MnSi は左手系のカイラルな結晶構

手法であると考えている。大まかに 3 つの目標を掲

造を形成するが、逆に右手系の結晶構造を有する試

げて研究を行う。

料を得ることが出来ない。また、MnSi 以外のほぼ

まず、ミュオン電子ラベル法による無機化合物の

全ての無機化合物では試料内に左右のカイラリティ

結晶構造のカイラリティを決定する。鳥養らは本手

ドメインが混在したラセミ双晶が形成される。つま

法によって DNA の分子構造のカイラリティ検出に

り、通常の合成手法で得られた試料による物性測定

成功している [2]。そこで、結晶構造のカイラリティ

では左右のドメインによって平均化された結果しか

が制御された無機カイラル磁性体を用いてこの手法

得ることが出来ない。さらに、カイラルらせんの周

の確立を行う。結晶構造上互いに鏡映関係にある左

期は数百 Å と非常に長いため、そのヘリシティの

手系及び右手系の単結晶試料の両方で測定を行い、

評価も極めて困難である。例えば、偏極中性子回折

本手法が無機化合物にも適用可能であることを立証

法はらせん磁気構造のヘリシティを決定出来る数少

する。

ない実験手法として知られているが、基本反射と磁

次に、らせん磁気構造のヘリシティの検出を行う。

気衛星反射を分離するのに十分な角度分解能を有し

左手系及び右手系の単結晶試料それぞれにゼロ磁場

ていないことがあり、その検証はしばしば困難であ

ミュオン測定を実施し、磁気構造が互いに鏡像関係

る。つまり、合成手法及び検出手法の両方に問題が

にあるかどうかを判定する。大石らは過去に分子性

あることが、本研究の実験的検証を難しくしてい

カイラル磁性体の左右のカイラル磁気構造の違い

る。最近、我々は結晶の育成プロセスを見直すこと

を本手法によって検出することに成功している [3]。

で無機化合物の結晶構造のカイラリティを制御する

より直接的に磁気構造を観測するために、超低速

独自の単結晶育成手法を確立し、一部の無機カイラ

ミュオンがもつ高エネルギー分解能を活用し、ビー

ル磁性体への適用に成功した（図 1）。しかし、普

ムをらせん軸に平行に入射してミュオンの停止する

遍的な結晶育成手法にまで発展させられていないこ

深さを制御することで、磁気スピンが深さ方向に対

とが問題である。結晶構造のカイラリティ制御を阻

して時計回りもしくは反時計回りのどちら方向に配

害する原因をある程度洗い出すことは出来ているた

列しているかのヘリシティを決定する。この測定手

め、現在、いくつかの新規結晶育成手法を開発中で

法は実空間で深さ方向にスキャンすることになるた

ある。全ての無機化合物において、結晶構造のカイ

め、数百 Å と非常に長い周期を有するカイラルら

ラリティの制御が可能となる日はそれ程遠くないと

せん磁性体研究において、逆空間でスキャンする回

考えている。

折実験に対する明確な優位点となる。
最後に、上記で確立した検出手法及び超低速ミュ
オンの高エネルギー・高空間分解能の特徴を生かし、
ラセミ双晶の試料内の局所位置の結晶構造とらせん
磁気構造のカイラリティの評価を行う。超低速ミュ
オン顕微鏡としての特徴を活用して実空間マッピン
グを行い、ラセミ双晶試料の結晶と磁性のカイラリ

ティ結合を検証する。ラセミ双晶の試料は数十 μm
図 1：通常の結晶育成手法で得られたラセミ双晶の単結晶試料
（写真左）と我々の開発した育成手法で得られた結晶構
造のカイラリティを単一にした単結晶試料（写真右）
。
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程度の左右のドメインが混在していることが予想さ
れるため、高空間分解能の特性を生かすことで左右
のドメインを分離して評価することが可能となる。
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５．おわりに
以上が、「結晶と磁性のカイラリティ結合の実空
間マッピング」の研究を通じて実現したい “ 現在 ”
の夢である。また、数年以内の近い将来、夢が現実

のものとなり、冒頭の発言をした先輩の認識を 180
度引っ繰り返るように努力する所存である。宜しく
お願いします。
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本稿では、まず、研究対象である絶縁体スピンゼ

『絶縁体スピンゼーベック素子におけるスピン
流生成の微視的検証と界面スピン状態の解明』

ーベック熱電交換素子の特徴・動作原理について述
べ、その利点と問題点を明らかにしていきます。次
いで、この問題の解決のために超低速ミュオンを使
って何ができるのか議論し、最後に具体的な実験ア
イディアを 2 つほど示したいと思います。

伊藤

孝

JAEA 先端基礎研究センター
重元素系固体物理研究 Gr.
Dr. Takashi Ito
Advanced Science Research Center, JAEA
Muon Science Section, J-PARC Center

２．絶縁体スピンゼーベック熱電交換素子とは？
金属や半導体などのキャリアをもつ物質に温度勾
配をつけると、よく知られているようにゼーベック
効果により起電力が生じます。昨今、クリーンなエ
ネルギー源を求める動きが高まるにつれ、このゼー
ベック効果を応用した熱電発電に注目が集まりつつ
あります。しかし、ゼーベック効果はキャリアの運
動を伴う現象であることから、熱電交換を行う素子の

１．はじめに

内部においてジュール熱や熱伝導によるエネルギー損
失が必ず生じます。このためゼーベック素子の熱電交

この度、新学術領域研究「超低速ミュオン顕微鏡」 換効率には限界があり、十分な出力を得るには何百も
の公募班に参加させて頂くことになりました、原子

の小さな素子を連結してモジュール化する必要があり

力機構の伊藤です。私の所属する先端基礎研究セン

ます。この加工には膨大なコストがかかるため、実際

ター・重元素系固体物理研究グループでは、NMR

に熱電発電に使われる機会はごく限られてきました。

および μSR 法を駆使して f 電子系における磁性・超

絶縁体スピンゼーベック熱電交換素子は、この状

伝導の問題に対し微視的な観点からのアプローチを

況を一変させる可能性を秘めた全く新しい動作原理

行っています。
（
「めそん」でも何度か研究の紹介をさ

に基づくデバイスです。温度勾配から最終的に電流・

せていただきました [1]。
）一方、タイトルからお分か

り頂けますように、本公募研究は f 電子を 1 つも含ま
ないスピントロニクス素子を対象としています。
「超

電圧を取り出すという点は従来のゼーベック熱電交
換素子と同じですが、その過程において「スピンゼ
ーベック効果」を利用するところが大きく異なります。

低速ミュオンなら薄膜、薄膜といえばスピントロニ

スピンゼーベック効果は 2008 年に発見された非常

クス」という安易な思いつきから始まった話でした

に新しい現象です。ゼーベック効果が温度勾配から

が、スピントロニクス研究者（先端研に大勢いらっ

電荷の流れ＝電流を生み出すのに対して、スピンゼ

しゃいます）の方々の話を聞いて回っているうちに

ーベック効果は電子のスピン角運動量の流れ＝スピ

すっかり感化されてしまい、気が付けばこのテーマ

ン流を生み出します。この現象は強磁性金属 NiFe

で公募研究に応募していたというのが事の次第です。

において初めて見出されました [3]。NiFe に温度勾

スピントロニクス研究にミュオンが使われた例

配を印加すると、磁化に平行・反平行のスピンをも

は、これまでのところ片手で余るほどしかありませ

つ伝導電子が互いに逆方向に駆動され、電流を伴わ

ん [2]。これは、スピントロニクス素子のほとんど
が積層薄膜を基本構造とし、従来のミュオンビーム

ないスピン流（＝純スピン流）が生じることが明ら
かにされました。この発見の 2 年後、さらに驚くべ

では特定の薄膜層を選択的に見ることが難しかった

きことに、フェリ磁性絶縁体 Y3Fe5O12(YIG) におい

からに他なりません。超低速ミュオンはこの不可能

てもスピンゼーベック効果を観測したとの報告がな

を可能にする革新的ツールであり、スピントロニク

されました [4]。伝導電子をもたない磁性絶縁体にお

ス研究への応用が大いに期待できます。本研究を通し

いてスピン角運動量を運ぶのは、磁気秩序状態におけ

て、ミュオン物性研究およびスピントロニクス研究に

る低エネルギー励起、すなわちスピン波であると考え

おける新機軸を打ち出していけたらと思っています。

られています。キャリアフリーであることから、ジュ
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ール熱等によってエネルギーを失うことなくスピン情

ます [6]。この効果の恩恵により、Pt/YIG 層を極薄

報を伝達することが可能であり、多方面への応用が期

く作っても温度勾配をかせぐことができるので、熱

待されています。熱電発電への応用もその一つです。
スピンゼーベック効果を示す磁性絶縁体を熱電発

源を Pt/YIG 積層膜でコーティングするといった使
い方が可能になります [5]。

電に利用するには、熱によって生み出されたスピン
流を電流に変換する機構を別に用意する必要があり

３． Pt/YIG 熱電交換素子の問題点と超低速ミュオ

ます。その役割を果たすのが、強いスピン軌道相互

ンに期待するもの

作用を示す Pt のような非磁性金属薄膜です。図 1 は、
絶縁体スピンゼーベック熱電交換素子のプロトタイ

このようにいいこと尽くめのように思われる絶縁

プである Pt/YIG 接合において、温度勾配 D T から

体スピンゼーベック熱電交換素子ですが、まだまだ

スピンゼーベック効果により YIG 中に生じたスピ

に、これまでの研究が専ら Pt 薄膜の電圧を読むこ

ン波媒介スピン流は、Pt/YIG 界面において伝導電

とを頼りに行われてきたため、温度勾配印加から電

子の純スピン流に姿を変え、Pt 薄膜中を拡散して

圧発生までの中間過程に関する直接的な実験的知見

いきます。このとき、伝導電子はスピン軌道相互作

が抜け落ちていることが挙げられます。電圧発生ま

如何にして起電力が生じるかを示したものです [5]。 多くの点において検証の余地を残しています。第一

用によってスピン s と運動量 p に対して s × p なる

でには、(1) 温度勾配により YIG 中にスピン波媒介

方向に散乱を受けます。伝導電子の純スピン流をス

スピン流が生じ、(2) Pt/YIG 界面において Pt 薄膜中

ピンアップ・ダウンの電子が互いに逆方向に流れて

にスピン流が注入され、(3) 逆スピンホール効果に

いるものとみなすと、全ての電子は同じ方向に散乱
を受けることになるため、スピン流 Js と磁化 M の

よりスピン流が電流に変換される、という 3 つの過
程が各層および界面において起こっていると考えら

方向に対して垂直方向に起電力 EISHE が生じます（逆

れます。超低速ミュオンを使えば、それぞれの階層

スピンホール効果）。この起電力の大きさは単純に

において何が起こっているのか、微視的な観点から

電極間の距離に比例しますので、膜を大きく作るだ

調べることが可能になると期待されます。特に、一

けで加工コストをかけずに電圧をかせぐことが可能

連の過程にスピン流が介在していることを直接的に

です。さらに言及すべきは、温度勾配の有効範囲

証明することは非常に重要であり、超低速ミュオン

が Pt/YIG の内にとどまらず、その基板（図 1 では
GGG）にまで及ぶ点です。これは Pt へのスピン流

注入過程がフォノンの非局所的な効果（フォノンド
ラッグ）の影響を受けるためであると考えられてい

を用いてこの証拠を得たいと考えています。
第二に、単位面積当たりの熱電交換効率の問題が
挙げられます。ミリメートルオーダーの大きさの
Pt/YIG 素子に数度の温度勾配を印加して得られる

起電力は、マイクロボルトオーダーとまだ非常に小
さいです。熱電交換効率向上のためには、上記の 3
つの過程のそれぞれにおいて効率を高める必要があ

ります。これらの過程のうち (1) と (3) は物質によ
って効率が決まるため、物質探索の問題となります。
超低速ミュオンの貢献が期待できるのは (2) につい
いてです。Pt/YIG 界面では、スピン波によって運

ばれてきた角運動量の流れが Pt 中の伝導電子のス
ピンに受け渡されているはずですが、その具体的な
機構についてはまだよくわかっていません。Pt 薄膜
図 1： Pt/YIG スピンゼーベック熱電交換素子を使った熱電発電
の概念図。非磁性の Gd3Ga5O12（GGG）を基板に用い、
温度勾配 Δ T を膜面に対して垂直に印加した場合の例で
ある。YIG の磁化 M の方向をそろえるために外部磁場
H を印加している。起電力 EISHE は、スピン流 Js とその

スピン偏極方向σ に対してEISHE∝Js × σ なる方向に生じる。
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へのスピン注入効率を上げるために何をしたらよい
のか、その答えを得るためにはまず界面で何が起き
ているか知る必要があります。超低速ミュオンを使

えば、最高 1nm の深さ分解能をもって界面における
スピン状態を観察することができると期待されます。
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４．超低速ミュオンを使った実験計画

図 3 に実験セットアップの概略を示します。試料
面に光を照射することで試料面に対して垂直方向に

本節では、超低速ミュオンを使った具体的な実

温度勾配を作りだし、Pt 薄膜内における内部磁場

験プランとして、今もっているアイディアの中から

d B の深さプロファイルを測定していきます。測定

2 つほどご紹介させていただきたいと思います。

に際しては、YIG の磁区をそろえるために数百ガ
ウスの外部磁場を印加する必要があります。低エネ

(a) Pt/YIG におけるスピンゼーベック効果の微視的
検証と界面におけるスピン状態の解明

Pt/YIG 試料に対して超低速ミュオンによる μSR
測定を行い、微視的な観点からスピンゼーベック効

ルギーのミュオンを試料まで到達させるには、磁場
の方向はミュオンの軌道に対して平行、すなわち試

料面に対して垂直でなければなりません（cf. 図 1）。
この時、逆スピンホール効果による電圧は EISHE ∝

果の検証を行います。Pt/YIG において観測された

Js × s = 0 となるため発生しませんが、スピン流自

熱電交換現象が実際にスピンゼーベック効果による

体は面内磁場の場合と同様に生じると考えられます

伴い界面付近にスピン分極が生じるはずです（図

ュオンのスピンは運動量に対して垂直方向に偏極し

ものであれば、YIG から Pt 薄膜へのスピン注入に （ただし、スピン偏極方向は Js に平行）。超低速ミ
2）。スピン分極は界面から離れるにしたがってスピ
ン拡散長 lD ~10 nm のスケールで指数関数的に減衰

すると言われています。このスピン分極に起因する
内部磁場 d B を界面からの距離 r の関数として測定
することで、スピン流生成の微視的証拠を得ること

ているから、この実験セットアップの下では磁場中
におけるミュオンスピンの回転を観測することにな
ります。スピン分極に起因する d B は、ミュオンス
ピン回転周波数のシフトとして観測にかかると期待
されます。

を目指します。さらに、界面近傍にミュオンを止め
ることで、YIG から Pt へのスピン注入機構に関す
る知見を得ることも目的とします。

図 3： Pt/YIG に対する超低速ミュオン実験のセットアップ。
温度勾配 Δ T を膜面に対して垂直に印加した場合の例
である。低エネルギーミュオンの軌道を曲げないよう、
外部磁場 H は膜面に対して垂直に印加する。

(b) Pt 薄膜における電流誘起スピン蓄積の検出

実験案 (a) は、スピン分極による内部磁場 d B が

μSR で検出可能な程度の大きさをもつことを前提と
しています。Pt/YIG の実験では、外部磁場 H とス
図 2： Pt 薄膜中に誘起されたスピン分極とそれに起因する内
部磁場 δB の界面からの距離 r 依存性（概念図）。δn
はスピン密度の熱平衡状態からのずれを表す。界面近
傍の伝導電子は、何らかの機構により局在スピン S と
角運動量を交換し、結果として↑スピン過剰・↓スピ
ン欠乏状態が生じる。
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ピン分極による内部磁場 d B の他に、YIG の局在磁

気モーメントに由来する双極子磁場も見ることにな
るため、前もって d B の大きさを大雑把にでも知る
ことができれば後の実験の大きな助けとなります。
そこで、Pt 薄膜のみを使って d B の大きさを求める
実験を最初に行いたいと考えております。
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図 4 に実験セットアップを示します。ここではス
ピンホール効果（逆スピンホール効果の逆過程）を
利用して電流 I からスピン分極を生成します。電流
I の印加により運動量 p を得た伝導電子は、スピン

５．おわりに
以上、足早に本研究計画の紹介をさせていただき
ましたが、スピントロニクス分野の進展は日進月歩

軌道相互作用を受けてスピン s に対して s × p なる

であり、今こうしている間にも新しい現象が次々と

方向に散乱を受けます。その結果、上下の膜面付近

見出されています。スピンゼーベック効果に近いと

と紙面手前と奥の端面付近にスピン分極が生じま

ころだけでも、超音波によるスピン流生成や磁性体

す。スピン分極の大きさは電流 I に比例しますので、 フリースピン流源の開発といった急速な進展が見ら
I を調整して Pt/YIG の出力電圧 EISHE に対応するス

れます。超低速ミュオンの実験ネタが次々と湧いて

ピン分極を作り出し、超低速ミュオンを用いてスピ

出てくるのは喜ばしいことですが、気を抜いている

ン分極に由来する d B の深さプロファイルを測定し

とすぐに置いてきぼりをくってしまいそうです。超

ていきます。スピンホール効果によって四方に生じ

低速ミュオンの実験に最も相応しい研究テーマは何

たスピン分極の内、膜厚方向のものを調べる手段は

か？と常に問いつつ、実験計画をさらに煮詰めて来

これまでなかったため、超低速ミュオンによりその

る実験に臨みたいと思っております。

観測に成功すればそれ自体が大きな成果となり得ま
す。

本研究計画の立案に際し、先端基礎研究センター
の髭本亘氏（重元素系固体物理研究グループ）、中
堂博之氏、春木理恵氏、針井一哉氏（力学的物質・
スピン制御研究グループ）、家田淳一氏、安立裕人
氏（量子物性理論研究グループ）にご助言をいただ
きました。心より感謝申し上げます。
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生じる。このスピン分極に起因する内部磁場 δ B の深
さプロファイルを超低速ミュオンにより測定する。
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[3] K. Uchida et al., Nature 455, 778 (2008).

[4] K. Uchida et al., Nature Mater. 9, 894 (2010).

[5] A. Kirihara et al., Nature Mater. 11, 686 (2012).

[6] H. Adachi et al., Appl. Phys. Lett. 97, 252506 (2010).
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きます。公募研究でのテーマである低次元、とくに、

『分子性導体における低次元揺らぎの織り
成す多様なスピン状態の理論的研究』

分子性導体でよくみられる擬 1 次元物質について
取り上げたいと思います。
分子性の結晶は、原子の組み合わせである分子
をさらに組み合わせるわけですから膨大な種類があ
り、また日々新物質が合成されています。これらは

妹尾 仁嗣
理化学研究所 古崎物性理論研究室

原子レベルで見ると一見複雑に見えますが、電子構
造はむしろ無機物質に比べても簡単な場合が多くあ
ります。特に分子性導体では、近年「モット転移」
や「電荷秩序」といったいわゆる強相関電子系に現

Dr. Hitoshi Seo

れる典型的な現象が注目を集めていますが、これら

RIKEN Advanced Science Institute

が発現する系では、構成要素となっている分子あた

Condensed Matter Theory Laboratory

り一つの分子軌道のみが電子状態に寄与しているの
がほとんどであることがわかってきました。そうす
ると理論としては、固体物理の教科書的な「強束縛

このたび新学術領域『超低速ミュオン』に公募研

モデル」や「ハバードモデル」が、結晶構造がわか

究メンバーとして参加させていただくことになりま

れば構築できるのです。一方、分子系としての個性

した。研究題目は『分子性導体における低次元揺ら

は、分子の「形（かたち）」が影響を及ぼしたその

ぎの織り成す多様なスピン状態の理論的研究』とい

結晶構造や分子軌道の異方性に現れます。

うもので、一見あまりミュオンとは関係ないよう
な・・・とお思いかもしれません。実際私自身これ
まではミュオン実験の結果に触れる機会は決して多
くはなかったのですが、本プロジェクトの目指す先
には、今後私の理論研究とのオーバーラップが一気
に大きくなることが期待されます（しています）。
研究題目にある分子性導体は、文字通り「分子」が
構成要素となって「電気伝導体」となる結晶固体で
すが、往々にして大きな結晶ができない、そうなる
と物理としてはミュオン実験のターゲットとして魅
力があるのに実際には測定できない、という場面に
多々あたってしまうのが現況だと思います。もちろ
ん中性子散乱実験はよりハードルが高いので、ミク
ロな磁気プローブとしては NMR・ESR が中心となっ
ています。本プロジェクトの目標の一つである極微
μSR 法が実現しこれまで研究対象となり得なかった
微小試料も将来的に「普通に」研究対象となります

図 1： 典型的な擬 1 次元分子性導体、“DCNQI 系 ”（左）
と “TM 系 ”（右）。

と、分子性導体に適用されれば大きなインパクトを
与えることは間違いありません。私の公募研究では、

そのターゲットとなる現象を（少し先走りですが） 図 1 に示すように、平面状の分子は 1 方向に積み上
理論的に研究し、また実験家の方々と交流させてい

がることが多く、その平面と垂直方向にのびた分子

と思っています。以下では少し私の研究を（その対

が実現します。このような擬 1 次元構造を持つ物質

象を中心とし、内容は軽くのみ）紹介させていただ

を二つ、紹介します。

ただいて面白そうなテーマを見つけていかれたら、 軌道が重なり、比較的よい 1 次元性を持つ電子構造
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まず、図 1 右に示した “TM 系 ” と呼ばれる物質

系です。(TM)2X と 2:1 の比で構成される系で、TM

は TMTSF とその S 置換体の TMTTF（これらもと

の局在ですから、局在スピンが現れ、そのスピン間
の相互作用が電荷の局在具合に左右します。その相
互作用の解析によって、スピン間ネットワークが 2

もに略称ですが）の 2 種の分子のどちらかをとり

次元→ 1 次元→ 2 次元、と磁気的な次元性が実はリ

入り、電荷移動により TM 分子の分子軌道にホー

徴的な SP 状態が挟まれたかたちになったわけです。

ます。X には PF6 など種々の 1 価閉殻陰イオンが

エントラントになっていて、その結果 1 次元系に特

ルが生成され伝導キャリアとなります。この系は、 実際の計算では、上記のように結晶構造から「有効
(TMTSF)2PF6 が分子性導体初めての超伝導体として

有名なのですが、分子置換によって、また圧力印加
によって実に多様な電子相をみせ、図 2 にあるよう
な「統一相図」として実験的に整理されています。

モデル」を構築しそのパラメータ依存性を数値計算

で調べることにより、図 3 のような「基底状態相図」
を得ることができました。この中の矢印に沿って物
質パラメータが変化していると考えると、相図を綺
麗に説明できます。

図 2： “TM 系 ” の実験相図。多様な状態が現れる：強誘電的
電荷秩序 (FCO)、反強磁性 (AFM)、スピンパイエルス
(SP)、非整合スピン密度波 (IC-SDW)、超伝導 (SC) の

各相。電荷局在 (CL) と金属相の間はクロスオーバー。

ここで注目してほしいのは、左＝低圧側に位置

する FCO 相およびその低温に現れる複雑な反強磁

性 (AFM) とスピンパイエルス相 (SP) の振る舞いで
す。FCO と は、Ferroelectric-type Charge Order の 略

図 3：“TM 系 ” のモデル計算による基底状態相図 [1]。
2 つのパラメータを変化させると実験相図での磁気状
態を再現できる。

こう書くとさも全てが解決したかのように思われ

るかもしれませんが、実は実験的には AFM 相や SP

相の正体は完全には理解されていません。実験相
図も推測が含まれています。FCO 状態と共存する・

で、自発的に電荷が規則的に並ぶ「電荷秩序」に

しない、がそれぞれ 2 つの相の違いだと思われてい

よって結晶の対称性が破れ強誘電的振る舞いを見

ますが、これもはっきりとわかっているわけではあ

せることが知られています。FCO 相の「きわ」で

りません。実はこの系はスピン間の相互作用にフラ

2 つずつ、AFM と SP の相が現れ、普通では見られ
ない AFM → SP → AFM のリエントラント的振る舞
いが、NMR 実験によって指摘されています。この

ストレーションが存在することも最近わかり、2 次
元分子性導体で発見された「スピン液体」状態との
関連もあるかもしれません。

現象を理解する理論的解釈を最近私たちは提唱しま

した [1]。詳細は省きますが、この FCO 状態は電荷
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本稿でもう一つ紹介させていただくのは、フラス

トレーション繋がりで図 1 左に示した “DCNQI 系 ”

と呼ばれる物質群です。こちらも (DCNQI)2X と 2:1

の物質ですが、こちらでは X は Cu や Ag といった

普通フラストレーションというとスピン間の相互
作用を問題にしますが、実は電荷自由度においても
同様の効果は昔から知られており、古くはマグネタ
イト (Fe3O4) の 120 K での金属絶縁体転移の関連で

陽イオンが入ります。この物質系が有名となったの

議論されています。図 1 からはわかりにくいのです

と DCNQI 上の「電荷密度波」が同時に現れ、電気

いて ( 図 4 右の破線がそうです )、それが電荷のフ

は Cu の場合に、Cu の価数変化（一種の電荷秩序） が、DCNQI 鎖間の結合が「スパイラル」に巻いて
抵抗が数桁も変化する劇的な 1 次転移現象がみられ
るからなのですが、ここでは Ag の場合を取り上げ
ます。Ag は 1 価となり、DCNQI 分子の分子軌道に

今度は電子が入ります。状況は TM 系と非常に似て
いるわけです。似ているので、やはり電荷秩序が起

ラストレーションを生んでいるのです。実際その効
果を取り入れたモデル計算によって、この電荷と格
子の絡み合った状態は再現できました [2]。

この物質では、より低温でやはりスピン秩序化が

きます。実は (DI-DCNQI)2Ag という物質で、これ

観測されています。以前の研究では「典型的な電荷

ら分子性導体のなかで初めて電荷秩序が発見されま

秩序」と思われていましたのでやはり「典型的な反

した（これも NMR 実験です）。

この電荷秩序は、DCNQI 分子が綺麗に 1 次元的
に一様に並んでいるため、「典型的な電荷秩序」と
思われていたのですが、その後 KEK-PF において放
射光を用いた X 線構造解析がなされ、もっと複雑

な構造となっていることがわかりました。図 4 にそ
の模式図を示したのですが、色の違いは構造的に異
なる DCNQI 鎖です。これも詳細は省いてしまいま

強磁性」が安定なのだろうと漠然と考えられていた
わけですが、上に書いた新展開によって状況は変わ
りました。しかし、私たちの理論計算ではスピン状
態までは解析ができていません。この複雑な、しか
し規則的な電荷局在した状態でスピンがどのように振
る舞うのか、理論・実験の両者とも未解決な問題です。
以上とても雑ぱくな説明となってしまいました
が、最後に「自己紹介」を少しいたします。3 年半
前から理研にお世話になっていますが、その前にあ

すが、その背後には電荷秩序に対する「幾何学的フ

ちこち転々としました。その中で、実験家のボス

ラストレーション」が存在し、1 次元的な不安定性

の元でのポスドク修業させていただいたり、職場

と組み合わさってこの不思議な状態が自発的に起き

が KEK そして SPring-8 と実験施設の敷地内だった

ていることがわかりました。

りと、多くの実験家と知り合う機会に恵まれ、現在
も交流（さまざまな意味で）させていただいていま
す。このたび、上に書きましたように「ミュオン初
心者」ですのでいろいろ勉強させていただきたいの
ですが、ミュオン実験関係者の皆様と、私にとって
はまた新しい交流（さまざまな意味で）を大変楽し
みにしています。どうぞよろしくお願いいたします。

参考文献
[1] K. Yoshimi, H. Seo, S. Ishibashi, S.E. Brown, Phys.
Rev. Lett. 108, 096402 (2012).

[2] H. Seo, Y. Motome, Phys. Rev. Lett. 102, 196403 (2009).
本稿では読みやすさを優先し文献は上記 2 つのみとさせて
いただきました。より専門的な情報は上の論文に引用した論
図 4：“DCNQI 系 ” の複雑な電荷・格子秩序の模式図。
電 荷 秩 序 (CO)、 格 子 2 量 体 (LD) お よ び そ の 共 存
(CO+LD) を示す分子鎖が 3 次元的に整列する。
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超低速ミュオン源実現のための新レーザー開発現状
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コヒーレントミュオニウムライマン α 共鳴放射源

１．はじめに

の開発において、「超低速ミュオン顕微鏡の実現」

本研究、超低速ミュオン源実現のための新しいレ
ーザー開発、すなわち、高出力コヒーレントミュオ
ニウムライマン α 共鳴放射源の研究開発は、「素粒
子ミュオンの異常磁気能率（g-2）を超高精度測定

という新学術領域ができた、ということになる。つ
まり、光源開発に新しい価値が与えられた。
一 般 に、 超 低 速 ミ ュ オ ン は、 ミ ュ オ ニ ウ ム の

1S-2P の準位差に相当する電磁波、すなわちミュオ

するために必要である」[1] との要請から、理化学

ニウムライマン α 共鳴放射線（波長は 122.09 nm）

研究所の仁科加速器研究センター岩崎先端中間子研

でミュオニウムを励起し、それと同時に、紫外線レ

究室および基幹研究所光グリーンテクノロジー特別

ーザーを照射したときに生じる解離現象に伴って

研究ユニットの共同研究として開始された。
その後、文部科学省科学研究費補助金の「新学術
領域研究」として採択された『超低速ミュオン顕微

発生する。従来、フラッシュランプ励起の Nd:YAG

レーザーを基礎として、1 パルス当たり 1 µJ 級のコ
ヒーレントミュオニウムライマン α 共鳴放射源 [2]

鏡が拓く物質・生命・素粒子科学のフロンティア』 が利用されてきた。しかし、新しい研究の実施に向
の研究組織の 1 つで、g-2 の超高精度測定を推進す けて、超低速ミュオン源を、高輝度化、低温化、高
るための課題である「物質創成の原理を極める超冷

時間分解能化、高偏極化させる要請から、ミュオニ

却と尖鋭化」
（A04 班）として継続することとなった。 ウムライマン α 共鳴放射源の高出力化、高安定化
これは、量子エレクトロニクスの分野から見れば、 が必要となった。新しい低温ミュオニウム生成標的
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の開発、RF 位相回転によるミュオンビームの短バ

であり、波長に換算すると λ1 ≈ 212.556 nm である。

ンチ化など、超低速ミュオン源の高度化に向けた研

この波長と同時に λ2 ≈ 820.649 nm のレーザー光を入

従来よりも二桁高い、100 µJ 級の出力エネルギーを

いて、λL-α ≈ 122.09 nm が発生する。

究開発において、新レーザーには、その性能の中に、 射することによって生じる 2 光子共鳴 4 波混合にお
実現することが課せられた。高出力かつ高安定な光
源を実現するべく、我々は、独自に開発してきた全
固体レーザーの技術、ファイバーレーザーの技術を
融合させ、従来にない光学システムを考案し、超低
速ミュオン源実現のためのレーザー実現に向けて研
究を推進している。[3]
本稿では、文部科学省科学研究費補助金「新学術
領域研究」として採択された『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 班が推進している「物質創成の原理を極める超冷
却と尖鋭化」のための、高出力ミュオニウムライマ

ン α 共鳴放射源の設計方針、
開発状況について述べる。

図 1： Kr のエネルギー準位と 2 光子共鳴 4 波混合過程に
おける周波数および波長の関係。

３．212.556 nm（ω1）コヒーレント光源

２．ミュオンライマン α 共鳴線の発生方法
波長が 160 nm 以下の真空紫外光に対して、透明

波長 212.556 nm でレーザー発振の得られる固体

度が高い固体材料は存在しない。そのため、160 nm

レーザー媒質は存在しない。我々は、半導体レーザ

Xe を媒質とした 4 光波混合法は非常に有用な方法

ント光源を実現するためには、この波長の 5 倍の波

ギー準位差を利用した第 3 高調波発生による真空紫

体レーザーを開発し、その第 5 高調波発生を行うこ

以下の真空紫外光を発生させる方法として、Kr、 ー（LD）励起方式で高出力の 212.556 nm コヒーレ
である。[4, 5] 従来、Kr や Xe のさまざまなエネル

外光の発生実験が行われてきた。そのうち、2 光子
共鳴励起を伴う場合、第 3 高調波の発生効率は、Kr
の基底準位 4s と 4p -5p[1/2, 0] 準位間のエネルギー
6

5

準位差 (94092.86 cm ) [6] を利用したときに最大にな
-1

ることがわかっている。[5] また、2 光子共鳴励起の
場合と非共鳴励起の場合を比較すると、2 光子共鳴励
起を伴う場合は、真空紫外光の発生効率が二桁高い。
そこで、我々は、Kr の基底準位 4s と 4p -5p[1/2, 0]
6

5

準位間のエネルギー準位差を利用し、2 光子共鳴 4

長に相当する 1062.78 nm で高出力発振の可能な固

とが、最も確実な方法であると考えた。ライマン α
共鳴線において、従来に比べ、二桁高い出力エネル
ギーを実現するため、従来のミュオニウムライマ

ン α 共鳴放射源で利用されている励起光源よりも
5 倍程度出力エネルギーの高い、50 mJ/pulse 超級の
212.556 nm 光源の開発を進めている。

LD 励起方式の高出力 212.556 nm コヒーレント光

源を実現するための装置構成を図 2 に示す。我々
は、半導体レーザー、ファイバー増幅器、および全

波混合法によって、ライマン α 放射線を発生させ

固体レーザーの技術を融合させた新方式の系を考案

ることを基本原理として、高出力コヒーレントライ

した。分布帰還型半導体レーザー（DFB レーザー）

マン α 放射源の研究開発を行っている。

を発振器として用いて、発振波長およびスペクトル

2 光子共鳴 4 波混合は、周波数が ω1 (= c /λ1) (c は

光速 )、ω2 (= c/λ2) の励起光 2 波、および出力されるラ

イマン α 線 ωL-α (= c/λL-α) の間で、2ω1 -ω2 =ωL-α の関係

線幅を決定し、それ以後の系をファイバー増幅器、
再生増幅器、全固体増幅器によって構成する。これ
らの増幅器において、LD を励起光源として用いる。

が成り立つ 3 次の非線形光学効果である。[7] このとき、 DFB レーザーの後段は、すべて増幅器によって構
図 1 に示すように、ω1 を 4s と 4p -5p[1/2, 0] 間で 2 光

成されるため、発振器で決定された発振波長、パル

子共鳴する周波数に同調させる。ω1 とエネルギーの

ス幅、およびスペクトル線幅を変化させる要素がな

6

5

準位差の関係は 2ω1/c = 2/(λ1 × 10 cm) = 94092.86 cm
2
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い。以下、各システムについて説明する。
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３－２．ナノ秒パルス再生増幅器
DFB レーザー - ファイバー増幅器系から出力さ

れた 10 µJ のパルスを、再生増幅器によって 2.5 mJ/
pulse レベルまで増幅する。効率の高い増幅を実現

するためには、材料面および構造面からの最適化が
必要とされる。

1062.78 nm を高い効率で増幅するためには、再

生増幅器に、さらに後段の全固体増幅器に使用す
図 2：212.55 nm コヒーレント光源の構成。

る レ ー ザ ー 媒 質 と し て、 波 長 1062.78 nm で 利 得

の大きな固体材料が必要である。また、このこと
３－１．DFB レーザー - ファイバー増幅器系

は、Kr ガ ス 中 に お い て、 効 率 の 高 い 2 光 子 共 鳴

4 波混合を実現するための必要条件である。本研

効率の高い 2 光子共鳴励起を実現するためには、 究では、1062.70 nm 近傍で最大蛍光強度を得るこ
レーザー発振器から出力されるレーザー光の中心波
長を、高い精度で 212.556 nm に同調し、かつスペ

クトル線幅を狭帯域化（~ 1 GHz）することが必要
である。レーザー発振器系では、初段に、発振波長

と の で き る Nd:Y3Sc2Al3O12 (Nd:YSAG) [8] お よ び

Nd:Y3Ga2Al3O12 (Nd:YGAG) [9] を新規導入して、レ
ーザー媒質として用いる。

また、1~2 ns の時間幅のパルスを、パルスの欠損

が 1062.78 nm に同調された DFB レーザーを導入し

を生じさせることなく入力し、かつビーム品質を維

た。DFB レーザーは連続波動作であり、変調器を

持しつつ、効率の高い増幅を実現するためには、シ

用いてこれをパルス動作化した。現在、パルス幅が

ミュレーションによる安定共振器の設計と実測を繰

約 1 ns、スペクトル線幅が 1 GHz となるよう制御さ

り返し行い、再生増幅器の構成を最適化する必要

れている。光学素子の損傷の発生を回避するため、 がある。装置構成を図 4 に示す。共振器内におい
最終的にパルス幅は、1~2 ns の間の値に調整する。 て、準連続波動作の LD を用いて、これらの結晶を
繰り返し速度は 100 kHz である。以上のように、波
長、パルス幅、およびスペクトル線幅を制御された
パルス光をシード光として、ファイバー増幅器を用
いて、約 10 µJ/pulse まで増幅した。光ファイバー

端面励起した。これまでに、Nd:YGAG を用いた再

生増幅において、波長 1062.78 nm、スペクトル線幅
1 GHz を維持した状態で、2.4 mJ の出力エネルギー

が得られている。DFB レーザー - ファイバー増幅

内における自己位相変調などの非線形光学効果の誘

器系は、繰り返し速度が 100 kHz である。DFB レ

起、尖塔値の高いパルス伝送による光ファイバーの

ーザー - ファイバー増幅器系から出力されたシー

損傷を回避できるエネルギーレベルで安定動作が実

ドパルスを、再生増幅器へ入力するタイミングを調

現し、図 3 に示すような系として完成している。

整することによって、再生増幅器の繰り返し速度は
25 Hz としている。再生増幅器では、既に目標とし

ていた出力特性が得られているが、現在、さらに効
率の高い増幅の可否を調べるため、Nd:YSAG を用
いた再生増幅実験を進めている。

図 3：DFB レーザー - ファイバー増幅器系。
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図 5：中間アンプ光学系。

図 4：再生増幅器。

３－３．半導体レーザー励起全固体光増幅器
図 2 に示した全固体光アンプ系は、中間アンプ 2

段およびパワーアンプ 2 段で構成し、再生増幅器

によって増幅された 2.5 mJ/pulse の入力パルスを、1

図 6：パワーアンプモジュール。

３－４．212.556 nm コヒーレント光発生
パワーアンプから出力された 1062.78 nm の第 2 高

調波（531.39 nm）を励起光として、第 4 高調波発

生、および第 5 高調波発生を行い、212.556 nm 光波

段につき 2 回通過させる。図 5 に中間アンプ光学系を、 を得る。第 4 および第 5 高調波発生には CsLiB6O10
図 6 にパワーアンプモジュールを示す。中間アンプ

(CLBO) 結晶 [10] を用いる。CLBO を用いる場合、

まで増幅する。現在、中間アンプ光学系を用いた増

合角は、それぞれ、61.6º、67.8º である。

系で 100 mJ/pulse まで、パワーアンプ系で 1 J/pulse
幅実験が進んでいる。

1 J/pulse まで増幅した光パルスを、ビームスプリ

ッターを用いて 2 方向に分離する。分離したそれぞ
れのパルスに対して、第 2 高調波発生を行う。第 2

1062.78 nm の第 4、第 5 高調波発生における位相整
既に、212.556 nm コヒーレント光発生のための光

学系のデザインが完成し、つづいて、口径の大きな
CLBO（15 × 15 mm2）を搭載および位相整合角の調
整が可能な結晶マウントの製作が進行中である。

高調波発生には，非臨界位相整合条件になるように

温度制御された LiB3O5 結晶を用いる。得られた第
2 高調波の一方を 212.556 nm 発生のための非線形周
波数変換に、他方を 820.649 nm コヒーレント光源
の励起光として利用する。
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４．コヒーレント 820.649 nm（ω2）光源
高効率で、かつ安定にライマン α 共鳴放射線を

まず、50 mJ を光パラメトリック発生の励起光として

用いる。発生した 820.649 nm パルスを残りの 200 mJ
の励起光と遅延光学系を用いて同期させ、光パラメ

発生させるためには、励起光である ω1 および ω2 の

トリック増幅器に入射する。非線形光学結晶として、

をなくす必要がある。我々は、1062.78 nm パルスを

位相整合角は、θ = 60.7º、φ = 0º、LBO に関しては、

2 光波のパルス幅を同一にし、パルス間のジッター

1 J/pulse まで増幅した後、2 方向に分離し、分離し
たそれぞれを第 2 高調波発生によって、531.39 nm

にシフトさせる。その一方を励起光とした光パラメ
トリック発生および増幅を行い、820.649 nm パルス

KTP および LBO を使用する。KTP を用いる場合、
θ = 90º、φ = 9.7º である。光パラメトリック発生およ

び増幅において、Walk-off を補償するため、非線形光

学結晶を 2 段直列に配置した。現在は、光パラメト
リック発生に関する原理実証実験が進行中である。

光を得る。光パラメトリック発生おいては、シグナ
ル光の波長が 820.649 nm、アイドラー光の波長が

1507.59 nm となる。これによって、212.556 nm と
等しいパルス幅の 820.649 nm パルス光を得ること

ができる。820.649 nm パルス光は、光パラメトリッ
ク増幅過程、すなわち非線形光学効果によって得ら

れるパルス光であり、212.556 nm パルスに対して、
ジッターが生じることがない。適切な長さの遅延光
学経路を導入すれば、ジッターの生じない時間的重
ね合わせが実現する。以上のように、パルス幅が
212.556 nm と等しくジッターが生じないため、4 波
混合において、非常に安定な励起光源となる。

図 7：820.649 nm シーダーレーザーシステム。

図 7 および 8 に、装置図を示す。光パラメトリッ

ク発生における出力パルスの波長およびスペクトル
線幅は、発振波長 820.649 nm で、スペクトル線幅
が 230 GHz の準連続波動作半導体レーザーを開発

して、これをシーダーとして導入することにより実
現する。このシーダーは、室温において、中心波長

が 830 nm、スペクトル線幅が 350 GHz の連続波動
作の半導体レーザーを基礎としている。冷却によっ

て、
発振波長の出力のピークを 820.649 nm に同調し、
固体エタロンを用いてスペクトル線幅を 230 GHz

まで狭帯域化した。印加電流をパルス変調させるこ
とによって、繰り返し速度が 250 Hz の準連続波動

図 8：820.649 nm コヒーレント光源。

５．ライマン α 共鳴放射線発生効率

作に変更した。パルス発生器を用いて、光パラメト

100 µJ のライマン α 共鳴線を得るため、100 mJ

アナモルフィックプリズムを用いて出力ビームを楕

100 mJ もの励起エネルギーを入射し、2 光子共鳴 4

円形から円形に整形した。レンズを用いてシングル

波混合を行い、真空紫外線を出力した実例はない。

モードファイバーに結合させ、光パラメトリック発

高い励起エネルギーの入力は、位相不整合、電子雪

生・増幅システムに入力した。ファイバー出射端か

崩、プラズマ発生などの現象を誘起し、ライマン α

リック発生・増幅のための励起パルスと同期させた。 級の励起パルスを Kr ガスセルに入射する。従来、

ら 10 mW の出力パワーが得られた。

1062.78 nm パルスの第 2 高調波発生によって得

た 531.39 nm パルスを 2 方向に分離する。片方のエ

共鳴線の出力エネルギーを低いレベルで飽和あるい
は減衰させてしまう可能性もある。そこで、以上の
現象を考慮して、数値演算を行い、得られるライマ

ネルギーを 50 mJ、もう片方を 200 mJ に設定する。 ン α 共鳴線の出力エネルギーを見積もった。
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図 9 に、改めて、2 光子共鳴 4 波混合に関与するエ

ネルギー準位の他、Kr および Ar のイオン化エネルギ
ー準位の存在、多光子吸収過程を含めたエネルギー
準位図を示す。[11] 波長 119.0 ~ 123.5 nm の領域にお

いて、Kr は負の分散を示す。2 光子共鳴 4 波混合に

おける位相整合条件を満たすためには、この波長領

６．おわりに
従来よりも、高輝度化、低温化、高時間分解能
化、高偏極化の進んだ超低速ミュオン源を実現す
るための要素技術である高出力ミュオニウムライ
マン α 共鳴放射源の設計方針、開発状況について

域で正の分散を示す Ar を混合することが必要である。 述べた。
Kr の圧力を PKr、Ar の圧力を PAr とすると、例えば、

高出力ミュオニウムライマン α 共鳴放射源は、コ

PKr = 10 Pa のとき、位相整合条件を満たすためには、 ヒーレント 212.556 nm 光源、コヒーレント 820.649
4

圧力比を PAr/PKr ≈ 3.44 に制御する必要がある。[11]

nm 光源、およびライマン α シフターによって構成

ライマン α 共鳴線における出力エネルギーの相互作

される。2 光子共鳴 4 波混合のための励起光源とな

nm で、いずれも励起エネルギーが 100 mJ、パルス幅

全固体レーザーおよびファイバーレーザーの要素技

用長依存性を図 10 に示す。212.556 nm および 820.649
が 1 ns、PKr = 10 Pa、PAr = 5.95 × 10 Pa、入力ビームウエ
5

5

ストサイズ 240 µm のとき、相互作用長 22.5 cm に対し

る 212.556 および 820.649 nm コヒーレント光源は、
術を駆使した、安定で、それぞれの出力パルス間の
ジッターの生じない周波数混合法における最も安定

50 µJ 級の出力エネルギー（エネルギー変換効率は、 な励起レーザーシステムである。
て、
約 5 × 10 ）が得られる可能性があることがわかった。
-4

すでに、ライマン α 共鳴線発生の原理実証実験の

212.556 nm コヒーレント光源は、DFB レーザー、

ファイバー増幅器、再生増幅器、および全固体光増

ためのライマン α シフターおよびその出力特性の評

幅器からなる 1 J/pulse 級の 1062.78 nm 光源および

ヒーレント光源が完成次第、シミュレーション結果

波数変換器を融合させて完成させる。現在、システ

実際に高出力化を実現するために系の最適化を行う。

り、各装置を融合することにより実現する 212.556

価系の構成を開始した。212.556 および 820.649 nm コ

第 2 高調波発生から第 5 高調波発生までの非線形周

と比較しながら、2 光子共鳴 4 波混合実験を開始し、 ムパーツとしては、全固体増幅器までが完成してお
nm コヒーレント光源全系の開発は、中間アンプを
用いた増幅試験が進行している。

コヒーレント 820.649 nm 光源は、1062.78 nm 光

から得られる第 2 高調波を励起光源とした光パラメ
トリック発生および増幅によって実現する。出力波
長 820.649 nm、スペクトル線幅 230 GHz を指定す

るための半導体レーザーが完成した。現在、半導体
レーザーをシーダーとして用いて、光パラメトリッ
ク発生の原理実証実験を行っている。
図 9：エネルギー準位。

各コヒーレント光源の開発を個別に進めている

が、コヒーレント 212.556 nm 光源における第 2 高

調波発生系が完成した段階で、820.649 nm コヒーレ
ント光源を 212.556 nm コヒーレント光源に融合さ
せる。
以上と並行して、ライマン α シフターの構成を

進めている。212.556 および 820.649 nm コヒーレン
ト光源の出力が得られ次第、ライマン α 共鳴線の
発生実験を開始する。

図 10：ライマン α 共鳴線出力エネルギーの入射ビームウエ
ストサイズ依存性。
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Professional へのスピリッツ

『日本中間子科学会若手奨励賞』

CROSS の大石一城さん、
『日本中間子科学会若手奨励賞』の第二回授賞者が決まりました。栄えある授賞者は、
そして J-PARC ミュオングループの牧村俊助さんです。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://www.jmeson.org/）をご参照ください。また、
今回の授賞を祝いまして、牧村さんに『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。大石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、2009 年秋号（Vol.30）にご投稿いただきました大石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、2009 年秋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。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。次の
第 3 回の公募がまさに始まらんとしております。牧村さんの原稿の後、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）

第２回 日本中間子科学会若手奨励賞授賞者

大石

一城

（一般財団法人・総合科学研究機構・東海事業センター 利用研究促進部）
授賞理由

結晶構造内に光学異性体を有する分子磁性体 [Cr(CN)6][Mn(S)-pnH(H2O)](H2O)（(S)-pn および (R)-pn は 1,2- ジ

アミノプロパンで光学異性体）は、38 K でフェリ磁性転移する。この物質で、磁気円二色性効果が観測された

ことから、磁気構造もキラルである可能性が示唆されていた。大石氏は、磁気秩序状態にある右手系 [Cr(CN)6]

[Mn(S)-pnH(H2O)](H2O) 及び左手系 [Cr(CN)6][Mn(R)-pnH(H2O)](H2O) に対し零磁場 mSR 法を適用し、両者の零磁
場 mSR スペクトルはほぼ同一であり、内部磁場の一つは両方の試料において温度依存性を含めて同じであるこ
+

とを見つけた。スピンの方向を保ったまま原子位置を鏡像位置に移した結晶において、ミュオン位置 (μ ) での
磁気双極子磁場は異なるはずであるので、観測された内部磁場が同一であることから、この分子磁性体はその磁
気構造もキラルである可能性が高いことを大石氏は指摘した。本物質で結晶のキラリティーが磁気構造のキラリ
ティーを誘起することが指摘されたことは、キラル磁性物性の研究に大きな展望を与えることとなっている。ま
+

た、直接磁気構造を観測せずとも μ 位置の内部磁場測定により、磁気構造キラリティーを決定できる可能性を

示したことは、μ SR 法の新たな可能性を開く成果である。 よって、2011 年度の若手奨励賞にふさわしい業績で
+

あると認められる。
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受賞論文

“Possible Magnetic Chirality in Optically Chiral Magnet Cr(CN)6][Mn(S)-pnH(H2O)](H2O) Probed by Muon Spin Rotation and Relaxation”,
Kazuki Ohishi, Wataru Higemoto, Akihiro Koda, Shanta R. Saha, Ryosuke Kadono, Katsuya Inoue, Hiroyuki Imai,
and Hiroyuki Higashikawa, Journal of the Physical Society of Japan 75 (2006) 063705/1-5.

牧村

俊助

（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）
授賞理由

J-PARC ミュオン実験施設での物質生命科学実験には大強度のパルス状ミュオンの生成が大前提である。大強

度陽子加速器から得られるパルス状陽子ビームを、中性子源の直前に串刺し的に置かれた、ミュオン生成標的（黒
鉛材）に照射することによってパイオンを生成し、その崩壊によって大強度パルスミュオンを得る。その生成標
的には衝撃的かつ高密度な熱負荷を効率的に除去する構造が要求される。加えて中性子施設との共存を実現する
ために、高い保守性並びに安定安全性が要求される。さらに大強度陽子ビーム照射によって黒鉛材は損傷・放射
化する。この標的劣化を評価し、交換する計画・試験が必要となる。牧村氏はこれらのミュオン標的に関する設
計、開発、製作、試験、運転、保守の全ての作業を主導し成功させた。
具体的に次の成果が特筆される。
1)

衝撃的かつ高密度な熱負荷を効率的に除去するために、チタン緩衝材を挿入した黒鉛と銅フレーム間のロウ
付け法を開発した。

2)

高度に放射化するミュオン標的の遠隔操作による交換を可能にする真空容器及び関連機器の設計製作を行っ
た。
さらに黒鉛材の中性子照射による損傷データより、
ミュオン標的の交換作業計画に必要な寿命評価を行った。
これらの業績は、外国の対応施設で多くの研究者・技術者が難問として取り組んできていて、これまでに明確

な解決法はなかった。牧村氏の上記の成果は今後大きな波及効果を持つと思われる。
よって、2011 年度の若手奨励賞にふさわしい業績であると認められる。
受賞論文

“Present status of construction for the muon target in J-PARC”, S. Makimura, Y. Miyake, N. Kawamura, P. Strasser, A. Koda,

K. Shimomura, H. Fujimori, K. Nishiyama, M. Kato, K. Nakahara, R. Kadono, Y. Kobayashi, J. Sagawa, T. Nakamura, M. Kaneko, H.
Ozaki, H. Okamura, T. Suzuki, K. Fujimoto, and K. Kira, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 600 (2009)
146-149.

“The present status of R&D for the muon target at J-PARC: The development of silver-brazing method for graphite”, Shunsuke Makimura, Hidetsugu Ozaki, Hisanori Okamura, Masatoshi Futakawa, Takashi Naoe, Yasuhiro Miyake, Naritoshi
Kawamura, Kusuo Nishiyama, Masayoshi Kawai, Journal of Nuclear Materials 377 (2008) 28-33.
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日本中間子科学会若手奨励賞

大強度陽子ビームのためのミュオン生成標的の研究

高エネルギー加速器研究機構
技師

牧村 俊助

Engineer: Shunsuke Makimura
Muon Science Laboratory
Institute of Materials Structure Science, KEK

図 1：ミュオン標的（固定標的）の写真。

１．はじめに
私は高エネルギー加速器研究機構で技師をしてお
ります。ある研究者が革新的な研究テーマを思い付
いた時に、その研究テーマが革新的であればあるほ

２．ミュオン固定標的の運転
2008/9/19 にミュオンビームが確認されて以来、

徐々に陽子ビーム強度が増強され、2009 年 11 月に

は 120kW 連続運転を行いました。このとき、すで

ど、計画を達成するためには革新的な技術が必要と

に J-PARC/MUSE、D2 ラインにて発生する 1 秒あた

その革新的な技術は、研究者が自分の研究テーマを

数を超えています。また、陽子ビーム強度 330kW

されます。しかしながら日本の科学分野においては、 りの表面ミュオンの数は ISIS/RAL の表面ミュオン
行いながら（悪く言えば片手間に）、専門外の開発
を行う事が往々にしてあります。その場合、革新的

にて 5 分 5 セット（2009/12/7）および 300kW にて
1 時間 1 セット（2009/12/10）運転試験を行いまし

な技術の本質的な課題を理解しないで進んでしまう

た。2010 年 11 月には 200kW 連続運転が開始され

ため、目的とする研究テーマの達成に辿りつけなか

ました。その後、震災での休止期間を経て、220kW

ったり、要求される技術課題が満たされていない事

運転が再開されました [1]。

に気付かずに、研究が進んだりします。更に装置の

ビーム運転時にはミュオン標的の冷却水入口温

製作をメーカーに依頼するにしても、要求される詳

度、出口温度、冷却水流量、ミュオン標的銅フレー

細な技術の仕様を理解しないと適切な発注は出来ま

ム外側温度、銅フレーム内側（上下左右）の温度を

せん。それは、本質的に大企業に莫大な予算を支払

熱電対にて計測しています。冷却水温度上昇、流量

っても解決しません。私は革新的な技術開発を主な

からミュオン標的における発熱量を評価することが

アプローチとして研究を推進する事を目指している

出来ます。330kW 運転時には 1300W の発熱が起き

ので、技師と言う立場でもこのような名誉ある賞を

ると予想されていました。流量計測の精度があまり

いただけたと思っております。今後も受賞を励みに

良くないために計算値と誤差があると推測されます

精進したいと考えておりますので、ご指導の程、よ

が、1200W の熱が発生していたと実測されました。

ろしくお願いいたします。ミュオン標的システムの
概略は 2008 年秋号の「No.28 めそん」J-PARC 特集

にて報告済みですので、その報告の後の運用状況、
回転標的の開発状況、黒鉛材の放射線損傷の非破壊
計測に関してご報告致します。図 1 にミュオン固定

このとき ISIS/RAL のミュオン標的で発生する 1kW
の発熱を超えていたことが確認できました。
また、計測したミュオン標的の銅フレーム温度を
有限要素法の計算と比較しました。計算上は配管

内面と冷却水間の熱伝達係数は実際の流量に則し

標的の写真を示します。
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た 12600W/m /K、冷却水温度 30℃ を採用し、取得
2

した計測値を 30℃ と比較出来るように標準化して

います。温度計測箇所および銅フレーム温度の計算

３．回転標的
ミュオンを生成するための黒鉛標的は強い放射

値と実測値の比較を図 2 に示します。計算上は黒鉛

線、高温、真空内に設置され、固定された黒鉛材の

標的、チタン層、銅フレーム、冷却水配管を軸対称

放射線損傷によってその寿命が決まっています。ミ

モデルにてミュオン標的を形成しています。実際に

ュオン標的の寿命を長期化するためには、黒鉛材に

はミュオン標的は固定板に固定されており、熱平衡

集中している放射線損傷を分散させる必要がありま

に達する時間が長くなっているように見受けられま

す。よって高強度粒子加速器で採用されることのあ

す。また、計算に用いた銅の熱伝導度（380W/m/K） る回転標的方式を採用し、黒鉛材で製作したリング
よりも大きな熱伝導が得られていると推測されま

状の回転体を回転させる事を計画しています。標的

す。計算よりも良好な冷却性能が達成されている事

位置での黒鉛材の位置精度を担保し、長寿命化する

が確認できました。

ためには回転体を軸受にて保持する必要がありま
す。回転体方式では、軸受がその寿命を決めること
が多く、特に潤滑剤の選定には注意を払う必要があ
-5
ります。今回の軸受は真空内（10 Pa 台）、高放射

線（10MGy/ 年）、高温での使用であるので固体潤
滑材を用いる必要があります。J-PARC ミュオン回
転標的では最低 5 年、目標 10 年の寿命を目指して

おり、軸受の寿命に関しては評価式などが軸受メー
カーより提供されていますが、信頼度はそれほど高
くなく、実際の使用条件に合わせて試験を行い、確
認する必要があります。加熱及び回転の出来る回転
標的試作機を製作し、実際に固体潤滑材による寿命
の比較を開始しました。

図 2： 温度計測箇所および銅フレーム温度の計算値と実測値

図 3： 回転標的試作機の写真。前面ヒーターは取り外してあ
る。輻射温度計の校正のため回転させないで温度計測

の比較。

をしている。
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ビームラインでの運転を開始するためには、ビー

ムラインから 2.4m 離れた位置から遮蔽体越しに回
転導入を行う必要があります。そのための実機も平

成 23 年度に製作を終了して回転試験を開始してい
ます。運転後は高度に放射化するためにホットセル

直径 1mm を平均化して計測することが可能となり
ます。計測にあたっては標的からの高強度の放射線
にレーザー発生装置や二次元赤外線カメラが直接、
曝露されないようにミラーにてレーザー及び赤外線
画像を反射させて計測しました（図 4）。

内で遠隔操作によって交換可能であることを確認す

る遠隔交換コミッショニングも平成 24 年度夏に実
施予定です。ビームラインへの導入は平成 25 年度
の夏期長期シャットダウンを予定しています。

４．黒鉛材の放射線損傷の非破壊計測
ミュオン標的は、黒鉛材の放射線損傷のため半年
に一度交換する必要がありますが、その寿命は原子

Laser spot heating apparatus

mirror
Laser displacement meter
Shielding for radiation

炉における中性子の照射効果の内、最も過酷な条件
によって評価しております。しかしながら、その損
傷度は照射エネルギー、照射温度、周囲環境などに
大きく依存するために実際の寿命は評価よりも、ず

The devices are set on the 3dimensional motion stage.

Indirect measurement through
mirror reflection

っと長い可能性があります。回転標的方式に移行し

図 4： 熱拡散率測定装置の構成（左上）、遮蔽体を設置した

た後も、固定標的はミュオン生成標的のバックアッ

熱拡散率測定装置（左下）。遠隔操作室に設置された

プ標的として使用する必要があり、そのためにも実

熱拡散率測定装置（右）。

際の損傷度を計測する事は、非常に重要です。そこ

で、平成 23 年度夏に J-PARC/MUSE で使用したミ
ュオン標的の熱拡散率の劣化を遠隔操作にて非破壊
で計測しました。ミュオン標的は高度に放射化する

平成 23 年 8 月計測時までの陽子ビームの積算照

射量は最大で 0.25dpa（中心部）と評価されており、

ため、ホットセル内にて遠隔操作で計測する必要が

その分布は水平方向 σh=4mm、垂直方向 σv=3mm の

あります。一般的に高度に放射化した材料の熱拡

ガウシアン分布に従います。もし、熱拡散率の劣化

散率を測定するためには、レーザーフラッシュ法

量が照射量に単純に比例するのであれば、熱拡散率

を採用します。しかしながら、このためには直径

もガウシアン分布をします。計測にあたっては中心

らず、ミュオン標的の場合は遠隔操作で切り出す必

±33mm の範囲を計測しました。また、中心を原点

10mm、厚さ 1mm 程度の試料を用意しなくてはな （原点）を通る水平方向、垂直方向に 1mm ピッチで
要があります。切り出し作業は多大な労力と時間が

として 2mm ピッチで水平×垂直；±10mm × ±8mm

要求され、さらに切り粉等の大量な汚染物質や廃棄

の範囲の二次元マッピングを計測しました。図 5 に

物が生成されます。また熱拡散率を測定できる空間

計測の結果を示します。これによると熱拡散率はガ

分解能は切り出し試料の大きさに制限されます。そ

ウシアン分布をしないで、中心部はその周囲より熱

のため我々はレーザースポット加熱法を採用しまし

拡散率が高いことが分かります。これは高温で陽子

た。この手法は周波数変調可能なレーザーを試料に

ビーム照射が起きると熱拡散率の劣化が低減される

照射し、その周囲に広がる温度分布（位相遅れ、最

ことを示しています。また、ビームプロファイルは

大振幅の減衰）を計測する事によって熱拡散率を評

水平方向に長辺を持つ楕円形状をしていますが、熱

価します。この手法では、試料を切り出す必要もな

拡散率の分布も二次元的に楕円形状をしている事が

いため、非破壊で安全に計測することができます。 確認できます。今後は、更に定量的に計測できるよ
また、その計測の空間分解能は熱拡散長で決定され、 うに手法の改良を計画しております。
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５．最後に

0.002dpa; 350K

J-PARC/MUSE 施設はユーザー実験や物理実験を

Thermal diffusivity (m2/s)

Horizontal
Pitch1mm

推進すると共に、ミュオン標的やビームラインの整
horizontal

備も継続して実施する必要があります。今後とも、

vertical

Vertical
Pitch1mm

0.25dpa, Irradiation temperature; 470K
distance from center (mm)

ご理解、ご協力の程お願いいたします。
この度は名誉ある日本中間子科学会若手奨励賞を
いただき、ありがとうございました。全てのご協力、
ご指導いただいたスタッフ、製作メーカー、関係者
の方々に厚く御礼申し上げます。

2-dimensional map of thermal diffusivity
(m2/s)
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参考文献
[1] S. Makimura, et al., “REPORT FOR MUON
PRODUCTION TARGET WITH PROTON BEAM

OPERATION IN J-PARC”, Proceedings of the 8th Annual

Meeting of Particle Accelerator Society of Japan (2011)
Tsukuba, Japan, p.1188-1191.

図 5：原点を通る水平軸、垂直方向の熱拡散率分布（上図）。
20mm × 10mm の二次元熱拡散率分布（下図）。

「めそん」No.36, 2012 年

秋

55

Professional へのスピリッツ

第３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
2) 郵送の場合

〒 319-1106

庶務委員長

下村浩一郎 meson@yamanashi.ac.jp

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
日本中間子科学会

庶務委員長

ミュオン科学研究施設

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 24 年 11 月 30 日
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Professional へのスピリッツ

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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Professional へのスピリッツ

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。
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【我らが研究室へようこそ：研究室レポート】
Univ. Paris-Sud Orsay

Prof. Philippe Mendels
Lab. Physique des Solides

emeritus. Our on-going favorite topics are Fe-pnictides
superconductivity, spin liquids and highly frustrated
magnetism.

Univ. Paris-Sud Orsay, France
Institut Universitaire de Franc

http://hebergement.u-psud.fr/rmn/

An introduction to LPS activities
With ca 100 permanent research staff, Laboratoire de

Physique des Solides (LPS) is one of the largest condensed matter physics Institute in France, which scien-

tific activities cover various topics in the domain of basic
science: soft matter and its interface with biology, nanoand meso-physics and correlated electronic systems.

It gathers both theory and experimental groups. Found-

ed in 1959 in the new University Paris-Sud, located near-

by a small town, Orsay, 20 km south of Paris, it was the
seed of the activities of P.G de Gennes and A. Fert who

were granted the Nobel Prize in 1991 (liquid crystals)
and 2007 (discovery of giant magnetoresistance).
The NMR-µSR group: a bit of history
NMR has been a strong tradition at LPS since the early

days of the existence of the institute. H. Alloul became in
the 70’s the quite young head of the group, a position that

he held for more than 30 years until his recent “administrative” retirement. Most of the activity of the group has
been focused on strongly correlated electronic materials

and has surfed on the wave of fashionable topics such

The NMR-mSR group in December 2010. From left to right:

J. Quilliam (post-doc), H. Alloul (emeritus), V. Brouet (CNRS

researcher), Y. Texier (PhD), P. Mendels (professor), Y. Laplace
(PhD), F. Bert (ass. professor), J. Bobroff (professor), M. Cheong
(post-doc), A. Larcelet (technician), E. Kermarrec (PhD).

Since the early 80’s, it was one of H. Alloul’s thrust to

promote the connection of NMR with other techniques,
such as neutron diffusion with F. Hippert (now the head
of the High Field Facility in Grenoble), mSR (with me)
or ARPES with V. Brouet or less involved experimental

techniques such as home-built ac susceptibility, transport
measurements…

My mSR activity started through a sabbatical stay in

as Kondo effect, spin glasses, high temperature super-

TRIUMF in 91-92. mSR at that time had just become

fullerenes, doped cobaltates and frustrated magnetism.

tool in the study of High Tc’s -let’s remember the discov-

conductivity in cuprates and more recently Fe-pnictides,
My group has presently 4 permanent members, F. Bert
(assistant professor), J. Bobroff (professor), V. Brouet

(CNRS researcher) and myself plus H. Alloul who is now
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quite popular worldwide. It indeed proved to be a front
ery of antiferromagnetism in YBa2Cu3O6 by Pr J. Brewer

et al., at TRIUMF within a collaboration between USA,

Canada and Japan, the possibility to measure the penetra-
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tion depth and the ability to establish magnetic phase

Together with a PhD student and/or a post-depending

diagrams in all high Tc’s. That stay in Vancouver was

on his own research topic - we share common and regular

the scientific and personal sides. I had the chance to meet

mSR techniques. We benefit from the very nearby sources

quite an exciting time and an exciting experience both on
many people there and make a lot of contacts with North

American, Japanese, European experts in the field, joining their teams for as much beam time as I could, just to

learn the technique. I still remember the M13 area which

scientific activities based on a combination of NMR and
ISIS and PSI.

Our scientific activities…
On the NMR side, four super-heterodyne spectrometers

was empty, nothing such as wired electronics, etc…

and high homogeneity NMR magnets are available, includ-

measure your samples, what I would call the TRIUMF

room-T access and where the field can be swept from 0 to

Starting from scratch, after (only?) 36 hrs you could

spirit! Quite fortunately, things run now more smoothly
and mSR now reached a complete stage of maturity and
fame. With High Tc’s which I was quite familiar of, I

could realize how complementary mSR and NMR were

and since I have been back in Orsay, this spirit has been
at the center of my scientific activity. While mSR was

quite attractive to us, the same was true with NMR for
mSR young doctors. The group enjoyed then the post-

doctoral stays of T. Riseman, A. Keren, A. MacFarlane.

In 1996, with A. Keren and thanks to his conquering
spirit and broad minded ideas, I could enjoy the first very
fruitful contacts with ISIS and PSI facilities…that was

actually the real start of the “Orsay group” mSR activity
which has not stopped and expanded since then. NMR
is a quite demanding technique and our mSR activity

reached some cruise speed when F. Bert was hired in our
group in 2002. This had a strong impact and his personal

skills allowed to establish a real mSR tandem as well as a
low-T NMR facility in Orsay.

ing the most recently purchased one which is cryofree with
14 Teslas. We also collaborate with C. Pasquier’s (former

D. Jerome’s) group, more specifically with P. Wzietek,
and, overall, this is, at our institute, a total of 6 magnets
where broadband solid state NMR experiments can be
performed on strongly correlated electronic materials,

We can cover a wide T-range from 35 mK up to 600 K.
NMR under pressure up to 3 GPa and down to 1.2 K
(coll. P. Wzietek) is also available. When needed, we

have also been collaborating with M. Horvatic’s (former
C. Berthier’s) Grenoble High Field NMR facility where
we are currently pursuing investigations of spin liquids

at fields up to 35 T and down to 50 mK. In addition, our
group is quite involved in running a He3-commercial facility (SQUID + PPMS) and besides characterization of

samples, we are able to perform advanced investigations
of the thermodynamic properties on our favorite projects.

V. Brouet has now a well-established ARPES activity.

She benefits from the proximity of the synchrotron SOLEIL and also travels quite often to ELETTRA (Trieste,
Italy) or SLS at PSI.

We enjoy many collaborations either very local or

worldwide, with theory groups, experimental groups
mastering other techniques or materials scientists.

In most of our favorite topics since the 90’s in the

group, mSR has played an important role to reveal novel

facets of physics or uncover exotic ground states. Let’s
cite:

- The effect of Zn substitution on the magnetic phase

diagram of YBaCuO high Tc superconductor. Zn2+ is a
spinless defect which destroys superconductivity. When
the latter disappears a disordered frozen magnetic phase
F. Bert at the top of our 14 T swept magnet-dilution fridge experiment.

appears at low-T [1].

He has been developing the sub-Kelvin NMR set-up in the recent years.

60

「めそん」No.36, 2012 年

秋

我らが研究室へようこそ

…Currently…

4% Zn
pure

100

In the last 10 years, our main focus has indeed been

the study of frustrated magnets through local techniques.

T (K)

AF

After a burgeoning stage where only a few compounds

0

were available, the field is now expanding amazingly

SC

10

fast [6]. There are many more groups joining the topic,
many more materials to probe with a quantum character

DM
6

6.2

6.4

x

6.6

6.8

7

Magnetic phase diagram of 4% Zn substituted YBa2Cu3O6+X. “DM”
is for disordered frozen magnetism. Data taken at TRIUMF.

- Probing the spin-spin dynamical autocorrelation func-

and also great advances on the theory side, especially

with new numerical tools. We are currently tracking the

ground state of quantum kagome antiferromagnetic lattices where frustration plays such an important role that

a Néel state cannot be stabilized any more, which opens
the way to an exotic spin liquid ground state.

tion in a spin glass above its freezing temperature [2]

- Probing the effect of Na+ doping on the phase diagram

of cobaltates: we clearly showed the correlation of Na
content with the stabilization of well-defined superstructures and corresponding magnetic orders [3]

Phase diagram of the paratacamite damily established on the basis
of the frozen fraction detected through mSR measurements. The
inset yields the transition temperatures when any. The x=1.0 end

point is Herbertsmithite, one of the best spin liquid candidates todate, generated by the kagome frustrating geometry. Data taken at
ISIS and PSI.

Generally speaking many new and fascinating con-

cepts are at work in these frustrated magnets. mSR,
through its ability to be performed down to 20 mK in

any material, played a crucial role in proving that HerOne of Philip King’s favorite pictures at ISIS: Areta Olariu when

bertsmithite, ZnCu3(OH)6Cl2, the first geometrically per-

studies of sodium cobaltate superconductors (©ISIS).

down to at least 1/10000 th of the magnetic interaction [6].

she was a PhD student, preparing the dilution fridge on MuSR for

- Probing the effect of dimensionality and spinless defects in spin chains (with J. Bobroff) [4]

- Probing the exotic physics of frustrated antiferromagnets [5]
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fect quantum kagome lattice does not display any order

This is the very first kagome spin liquid. mSR enabled to
unveil the phase diagram of the entire paratacamite family ZnxCu4-x(OH)6Cl2 which Herbertsmithite is the end
member of.
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After this first discovery, we then investigated over the
past years the susceptibility and dynamics through NMR
down to 35 mK and 14 Teslas [7]. This is a good example

…Future
While nanophysics has been considerably developing

of the complementarity between the two techniques. mSR

in the last 20 years, inventing new device architectures

mK and is therefore invaluable at uncovering the basic

Low Energy Muon facility in PSI-, there will still be a lot

can be easily performed in any material down to 20-50
nature of the magnetic ground state and probe its dynamics. Through measurement of NMR shifts, one can access

the ultimate T-> 0 susceptibility when good nuclei better

coupled than muons are available. No doubt that through
the current development of High Field transverse field set-

and probing their properties. Sometimes with mSR at the

to learn out of new bulk strongly correlated materials. We
will certainly enjoy the investigation of their exotic prop-

erties in the future through a combination of macroscopic
techniques and local studies through NMR and mSR.

ups, mSR will partially catch up on the latter aspect.

We have now several on-going projects where we

study the static and dynamical magnetic properties of
various geometrically frustrated magnets where one can

vary several key parameters such as anisotropy, ratio of
first neighbor to second neighbor interactions…

Some references
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国際会議に参加して

学賞受賞者による記念講演が開催された。会議が行
われた場所は市街地と高級リゾート地の中間地点に

ICM2012（釜山、韓国）

あ る、Busan Exhibition and Convention Center ( 通 称
BEXCO) である。釜山市内は地下鉄網が整備されて

おり、BEXCO も目の前に地下鉄の駅がある好立地
であった。会場内はきわめて広く、本国際会議以外
鹿児島大学大学院

にも同時に 5 つほどの展示・会議が行われていた。

理工学研究科電気電子工学専攻

本国際会議での研究対象は多岐に渡っているた

真中

浩貴

め、全てのホットトピックスをフォローすることは
難しい。しかしながら、3 年に一度この会議に参加

Dr. Hirotaka Manaka

することで、磁性研究の世界的な趨勢を肌で感じる

Graduate School of Science and Engineering,

ことができる。私はスピンフラストレーション系

Kagoshima University

として最近精力的に実験を行っている三角スピン
チューブについて、ポスター発表を行った。チュー
ブ構造の磁性体に興味を持った海外の研究者が何人
もおり、熱心な議論をすることができた。しかしな
がら、私が専門とするフラストレーション系や量子
スピン系の分野を全体として眺めた時には、多くの
研究者を魅了するようなホットトピックスがほとん
ど無かったのは残念である。その反面 , 超伝導やマ

2012 年 7 月 8 日 か ら 13 日 ま で , 韓 国 の 釜 山 に

て the 19 International Conference on Magnetisim
th

(ICM2012) が行われた。本国際会議は 3 年に一度行

われる世界最大規模の磁性に関する国際会議であ
る。今回も 40 以上の国々から 2000 人以上の研究者
が参加し、連日 10 部屋に分かれてのオーラル発表

ルチフェロイクス等の強相関電子系の分野では比較
的堅調な盛り上がりを見せていた。さらにスピント
ロニクス分野は基礎から応用研究まで非常に活発な
様子で、多くの研究者の興味を集めているのが印象
的だった。
もう一つ注目したのは、韓国の産官学あげての

と、1 日当たり 400 件前後のポスター発表が行われ

本国際会議への強力な支援が非常に目立ったことで

た。さらに今回、主催者である韓国物理学会の創設

ある。ポスター会場では韓国観光公社のマスコット

60 周年記念行事として、会議に先立ち Albert Fert 博
士と Klaus von Klitzing 博士の 2 名のノーベル物理

が連日研究者に混じりながら歩いており、毎日午前
と午後に催される無料市内バスツアーの宣伝を行っ
ていた。さらに企業ブースの一角では各国語での観
光案内のみならず、文化体験としてうちわ作りや韓
国伝統服の試着などのコーナーまで用意して参加者
を熱烈に歓迎してくれていた。研究機関からは , 韓
国中性子施設 , 放射光・XFEL 施設や、大学等の紹
介が企業ブースの一角を占めており、積極的に外国
人研究者にアピールしていた。産業界からは、ヒュ
ンダイ自動車とサムソン電子が本国際会議のトップ
スポンサーになっていた。ヒュンダイ自動車は電気
自動車の見本を企業ブースに展示していた。7 月 11

日の午後に企画されたエクスカージョンでは、サム
ソン重工業巨済造船所の見学バスツアーが組まれて
会議場の外観。一番左が本国際会議の旗。
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いた。国際会議にあわせて近隣の研究施設の見学ツ
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ポスターセッションの様子。

企業ブースの様子。

アーが企画されることは珍しくないが、一企業の

デパートとロッテデパートがあり、食事や買い物に

( 会議の内容からはほど遠い ) 工場見学が企画され

は不自由しなかった。様々な韓国料理を味わいつつ ,

るのはまれである。そのツアーに参加した人の話に

時には日本料理 ( うどんなど ) を食べることもでき

よると、残念ながら当日は大雨の影響で交通渋滞に

た。市街地やリゾート海岸などへも地下鉄 1 本で行

はまり、造船所をゆっくりと見学する時間は無かっ

くことができ、街の雰囲気を感じることもできた。

たようである。

ハングル文字が読めないのが残念であったが , 日本

今回、私は博多から高速船で 3 時間かけて釜山に

と非常に似た文化を持っている事から、一週間の滞

入国した。その中間地点に対馬があり、その付近で

在期間中にストレスを感じる場面はほとんど無かっ

は日本国内の携帯電話の電波も入った（実際に通話

た。

できるかは確かめていないが）。釜山が船で移動で
きる程度の近さであることを実体験し、韓国に対す

次回 2015 年の第 20 回 ICM2015 はスペインのバ

ルセロナで 7 月に開催予定であると発表された。

る親近感がより沸いてきた。会議場近くには新世界
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セプションパーティでは、ひとり一杯のドリンク券
が与えられるのみで、2 杯目からは有料！（ある先

M2S2012(Washington,D.C., America)

生は 9 ドル払ってビールをおかわりしていましたが
……。）立派な会場を借りるために節約をしないと
いけなくなったためでしょうか……？

東北大学工学研究科

会議では、5 つ程度のパラレルセッションがある

応用物理学専攻

なかで、主に銅酸化物高温超伝導のセッションを聞

鈴木

謙介

いていました。議論の中心はいわゆる「擬ギャッ
プ」についてでした。超伝導転移温度よりも高い温

Mr. Kensuke Suzuki

度からフェルミ面上に部分的にギャップが開くよう

Department of Applied Physics,

に見える現象が様々な実験プローブから観測されて

Tohoku University

おり、これが超伝導の前駆現象なのか、または、ほ
かの秩序状態に由来するものなのかという議論が続
いています。μSR から擬ギャップについての報告
がありましたので紹介します。擬ギャップの一つの
候補として、軌道電流秩序という新しい種類の秩序
が理論的に提案されていました。これは、スピンで
はなく、ループ電流による磁気秩序だということで
す。今回の会議で、偏極中性子散乱やカー効果など
によって初めて擬ギャップ温度で時間反転対称性の
破れを観測したという報告がされました。軌道電流

2012 年 7 月 29 日 か ら 8 月 3 日 に か け て 10 Inth

ternational Conference on Mechanisms and Materials of

Superconductivity (M2S2012) という超伝導の国際会

議がワシントン DC で開催されました。3 年に一度

秩序説を支持する結果です。当然、μSR からも磁

気相関の発達が期待されます。しかし、J. E. Sonier
らによって、磁気秩序の発達に伴うミュオンスピン
の緩和は観測されなかったと報告されました。中性
子とミュオンで矛盾する結果が出た理由ははっきり

行われるこの会議は、非従来型超伝導の機構解明と

わかっていませんが、ミュオンによって磁気状態が

高い転移温度をもつ新しい超伝導物質の開発をテー

乱されている可能性をあげていました。

マとしています。ワシントン DC は行政都市ですの
で、観光客が惹かれるようなものはあまり多くなく、

あまり期待はしていなかったのがよかったのか、

実際、エクスカーションはありませんでした。集中

ワシントン DC 市内の観光はとても楽しめました。

できるという意味で会議に相応しい場所といえます

まず、オバマ夫妻に歓待してもらいました。（証拠

が……。

の写真を載せておきます。）有名なスミソニアン博

物館にも行きましたが、一つの建物ではなく 20 近

会場のホテルは、大統領の就任式が行われたこ

くの博物館などの集合のことで、広大な敷地に博物

ともある、非常に立派なホテルでした。今年のアメ

館や美術館などが散らばっているため、暑い中歩く

リカは歴史的な猛暑でしたが、ホテル内は空調完備

のが大変で、移動には難儀しました。よかったのが、

で寒いくらいでした。国際学会では、受付でコング

セグウェイツアーです。2 時間 70 ドルで、ホワイ

レバッグにアブストラクト集などを受け取ることが

トハウスや博物館など市内の名所をめぐりました。

多いですが、今回は使い勝手の悪いナップザックに、 新鮮な体験ができ、充実した時間が過ごせました。
紙一枚の簡易プログラムだけ！メモ用紙はありまし

欧米のいくつかの都市でセグウェイツアーがあるの

たがペンはなく、USB もありません。さらに、レ

で、オススメです。
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会場のオムニ・ショアハムホテルの外観。

会議の様子。

オバマ夫妻と写真 . マダム・タッソー蝋人形館にて。

セグウェイツアー＠ホワイトハウス前。
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は、この物質に特化したセッションが組まれ 2 日目

International Workshop on the
Dual Nature of f-electrons（姫路）

の口頭発表は全てこの物質にあてられた。以下印象
に残ったものを紹介する。A. F. Santander-Syro 氏は
高分解能 ARPES の結果について報告し、フェルミ

準位近傍に分散の少ない重い電子バンドが存在する
ことを示した。また T. Durakiewicz 氏は最新の実験
理化学研究所仁科加速器研究センター
岩崎先端中間子研究室

川崎

郁斗

手法である Time-resolved ARPES を用いて、フェル
ミ面上で HO 転移に関係していると考えられる Hot
spot の直接観測に成功したことを報告した。両者と

も HO 転移に密接に関係する情報と考えられ、非常

Dr. Ikuto Kawasaki

に興味深い結果である。M. H. Hamidian 氏は STM

Advanced Meson Science Laboratory, RIKEN

の結果について発表した。STM は実空間での状態
密度を測定することができ、波数空間での状態密度
測定を行う ARPES とは相補的な情報を得ることが

できる。重い電子バンドの形成の様子、HO 転移で
状態密度にギャップが形成される様子を直接的に観
測した結果が報告されており、大変興味深く聴いた。
2012 年 7 月 4 日 か ら 6 日 に か け 姫 路 市 の 西 播

地 域 地 場 産 業 振 興 セ ン タ ー に お い て International
Workshop on the Dual Nature of f-electrons が開催され
た。本会議は f 電子系化合物が示す、局在性と遍歴

性の 2 重性に主題を置いたものであり、2006 年に
Santa Fe, USA で初めて開催されてから、2 年に 1 度
のペースで行われており、今回で 4 回目となる。日

芝内孝禎氏は磁気トルク測定とサイクロトロン共鳴
を用いて、HO 相において結晶格子の持つ 4 回対称

性が破れていることを明らかにした。対称性は秩序
変数の本質に関わる情報であり、非常に重要な結果
である。また、理論に関する発表では、楠瀬博明氏
が局在的な描像から出発し、実験から提唱される
結晶場スキームを基にした理論ついて発表し、HO

相の秩序変数は 16 極子であるというシナリオを紹

本で開催されるのはこれが初めてであり、私は今回

介した。一方、池田浩章氏は 5f 電子が遍歴的であ

日本で開催されたということもあって、日本人が最

あるという説を提案した。J. A. Mydosh 氏による

が初参加となる。今回の会議の参加人数は 65 人で、 ることを前提に計算を行い、32 極子が秩序変数で
多の 48 人であった。27 件の口頭発表、及び 27 件

Discussion panel では URu2Si2 の物性のレビューが行

のポスター講演があり、扱われたトピックとしては、 われ、各種トピックに関する活発な議論が展開され
Ce 及び U 系における超伝導、超ウラン化合物の物

性、URu2Si2 の隠れた秩序の問題、Ce、U 及び Yb

化合物の電子構造等であった。会議は G. Zwicknagl
氏の基調講演から開始され、4f 及び 5f 電子系で観

測される局在と遍歴の 2 重性に関するレビューが行
われた。

た。今回の URu2Si2 に関する発表で特に印象に残っ
たのは、光電子分光関係の研究であった。近年の光

源及び分光器等の進歩により HO 転移のエネルギー
スケールに匹敵する高分解能の実験が可能になって
きており、転移に伴う電子構造の変化が確実に明ら
かにされつつある。今後のさらなる発展が期待され

今回の会議において最も注目されたトピックの

一つは、URu2Si2 が示す「隠れた秩序 (Hidden Order:

る。

Ce 系の超伝導も重要なトピックとして取り上げ

HO)」の問題であった。その真の秩序変数をめぐり、 られた。酒井宏典氏は CeCoIn5 に対する NMR の結
物質の発見以来約 25 年にわたる精力的な研究が展
開されるが未だに解決に至らず、f 電子系における

長年の未解決問題となっている。筆者自身も学生の
時から、度々この系の研究に携わっており、個人的
にも思い入れの強いトピックである。今回の会議で
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果を報告し、Hc2 近傍で 2 次元的な反強磁性揺らぎ

が発達する振る舞いを紹介し、この系の超伝導の
起源には異方的な磁気揺らぎが重要な役割を果た
していることを指摘した。D. Kaczorowski 氏は Ce-

CoIn5 に似た結晶構造を持つ最近発見された超伝導
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体 Ce2PdIn8 について紹介し、この系で FFLO 状態が

今回の会議では、残念ながら mSR 関連の発表は

発現している可能性があることを示唆し注目を集め

なかった。しかし、局在状態と遍歴状態の中間的な

た。

領域に存在する f 電子系化合物ではしばしば非常に

また、その他にも芳賀芳範氏による Pu 系物質で

は初となる dHvA による PuIn3 のフェルミ面の直接
観測の結果、関山明氏による軟 X 線 ARPES を用い

た Ce 化合物の電子構造の研究、同じく ARPES に

よる D. V. Vyalikh 氏による重い電子系化合物 �����
YbRh-

Si2 の 研 究、J. H. Shim 氏 に よ る LDA+DMFT を 用

2

微弱な磁性が観測されることがあり、検出感度の高
い mSR は有効な実験手法である。mSR を用いて本

会議のテーマの f 電子系物質の示す Dual nature にど
のようなアプローチが可能かこれからじっくり考え
ていきたい。

2 年後の会議の開催地は初回と同じ Santa Fe, USA

いた重い電子系物質のフェルミ面の理論計算等の講

と決定された。それまでに、どのような進展がある

演を興味深く聴いた。

か楽しみである。

会議風景

68

ポスター会場の様子
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施設報告

高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所
ミュオン科学研究施設報告

高エネルギー加速器研究機構

門野

良典

の将来計画についても物構研戦略会議、日本中間子
科学会運営委員会での突っ込んだ議論が行われた。
以下に、この半年におけるミュオンに関連した機構

Prof. Ryosuke Kadono

の会議、委員会等の内容を報告するとともに、関連

Institute of Materials Structure Science, KEK

する動きについて現時点での状況を簡単にまとめて
おく。なお、前回の報告（2 月）以降、物構研運営

会議が 3 月 1 日、5 月 16 日、8 月 1 日と開催された。
また、ミュオン科学諮問委員会（MuSAC・MAC、

１．高エネ機構／物構研の動静

2 月 17 日—18 日）、J-PARC 国際諮問委員会（IAC、

・ 概要

2 月 27 日）、MLF ミュオン課題審査部会・同分科会（3

タートした。また、7 月には永宮正治氏の後任とし

催され、研究系の外部評価、2012B 期の一般課題審

2012 年度に入り、KEK は新しい執行部体制がス

て池田裕二郎氏が J-PARC センター長に就任し、セ

月 2 日）、MLF 施設利用委員会（3 月 13 日）が開
査などが行われている。

ンターも新たな陣容での運営が始まっている。この
間、3 月から始まった科学技術・学術審議会の下で

・ 新運営体制

回にわたって行われ、これに対応する形でミュオン

を下記図 1 に示す。

の J-PARC 中間評価作業部会によるヒアリングが 5

2012 年度からの物構研・J-PARC センターの体制

先端計測器開発室
LC計画推進室
ERL放射光源計画推進室
河田

加速器
施設長

J-PARCセンター

洋

加速器第７研究系
小林幸則

放射光科学I系

機構長
放射光研究施設長
村上洋一

山田和芳

若槻壮市

高田

弘

伊藤健二

放射光科学II系
副所長

物構研
所長

中性子源セクション

足立伸一

中性子科学系
大友季哉

ミュオン科学系
門野良典

中性子基盤セクション
曽山和彦

中性子利用セクション
神山

新井正敏

MLFディビジョン
瀬戸秀紀
二川正敏

崇

ミュオンセクション
三宅康博

構造生物研究センター
若槻壮市

構造物性研究センター
村上洋一
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図 1：物構研と J-PARC センター MLF ディビジョンの組織。
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従来との違いは、副所長を 2 名から 1 名に減らし、一

なったことから、KEK 側での責任体制の流動化に

方の副所長が兼務していた放射光研究施設長のポス

ともない組織的な関与が行われないまま J-PARC セ

トを独立させた点である。これは放射光の将来計画

ンターでの評価部会対応が先行し、特に将来計画に

（ERL）をさらに強力に押し進めるためのものとされ

ついての議論に若干の混乱が生じる結果となった。

ている。一方、中性子・ミュオンについては、間に副
所長を置かず、当面は所長が直接対応にあたるという

具体的には今後 5 年間の計画として、S ラインの

計画については当初 18.4 億円としていた 4 つの分

体制になった。なお、現副所長の若槻氏は今年末に転

岐を完成させる整備費を節減により 14 億円で（実

出する（SLAC/ スタンフォード大学）ことが決まっ

験装置の整備を含まず）実現し、H ラインについて

ており、上記体制には今後若干の変更も予想される。

は提案中の 3 実験に関わるすべての整備（61 億円）

・ ミュオン関係人事

のうち、最初の実験を行うために必要最小限のビー

た、ミュオン科学研究系所属の研究機関研究員とし

り（図 2）、さらに評価部会からの優先順位付けの

小林康男氏が 4 月 1 日付けで技師に昇任した。ま

ては、池戸豊氏の後任として新たに宮崎正範氏が 4

月 1 日付けで着任した。物構研客員研究員について

ムライン整備を 11 億円で進める、というものであ
要求を踏まえて、S ラインの整備を一部先行させる

こととした。従って、5 年間の整備に必要な予算は

は、ミュオン科学関連として引き続き青木秀夫（客

25 億円で、全体計画も当初の 85 億円（学術会議「大

髭本亘（客員准教授、原研先端研）の各氏に委嘱す

減額になっていることを付け加えておく。

ること、および新たに内藤方夫氏（客員准教授、農

・ 2013 年度概算要求

員教授、
東大院理）
、
石田勝彦（客員教授、
理研仁科セ）
、 型計画マスタープラン」に記載）から 75 億円へと

工大）
、和田智之氏（客員教授、理研）に委嘱するこ

前述のように、物構研ミュオン戦略会議（5 月 20

新たにお願いする方々は、今年度に本格化する「超

ュオン施設整備計画を大幅に見直し、S ライン、H

4 月 1 日付けで発令された。 日開催、本学会運営委員会の記事を参照）では、ミ
とが運営会議で認められ、
低速ミュオン顕微鏡」に対応するための布陣である。 ラインそれぞれを縮減するとともに、S ラインの建
・ 大強度陽子加速器施設中間評価作業部会とミュ

設を一部先行することが合意された。これに基づき、

オン将来計画

来年度の概算要求ではまず S ライン基幹部と S1 エ

受けることになっている。表記作業部会はそのため

円が計上され、機構から第 3 位の優先順位で概算要

に設置されたもので、文科省の科学技術・学術審議

求が文科省へ提出された。

J-PARC はプロジェクトとしての評価を 5 年毎に

リアまでのビーム輸送系の整備費用として 4.05 億

会の下に置かれている（先端研究基盤部会、学術分

また、運転経費についても、来年度に予定される

科会研究環境基盤部会及び研究計画・評価分科会原

加速器のパワー上昇に対応するための措置として、

子力科学技術委員会による合同設置）。前回（2007

今年度より 1.8 億円増の 6.2 億円が要求額として文

年）の評価が施設建設途上であったことから、今回

科省に上がっている。

は施設稼働後としては初めての外部評価となった。
第 1 回は 3 月 7 日に開かれ、その後 4 月 11 日、4 月
24 日、5 月 14 日、5 月 30 日と集中的にヒアリングが

行われた結果が、既に最終の評価報告書として 6 月

8 日付けで文科省のホームページで公開されている。
当初の準備段階では、ミュオンについては物質生
命科学実験施設の一部として中性子と一括してヒア
リングの対象にすることになっていたが、我々の要
請もあり、短時間ではあるものの中性子とは独立し
てミュオンについてのヒアリングの時間が取られる
ことになった（第 2 回会合、4 月 11 日）。

一方、今回の評価部会に至る日程は KEK で両研
究所長をはじめ執行部体制が大きく変わる時期と重
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明らかになった。これを承けて、「今回は震災直後

２．ミュオン科学研究系の動静
２− 1

ということもあり、できるだけ多数の課題が実施で
きるよう、一課題あたりのビームタイムを削減する」

大学共同利用

という方針の下に調整を行った結果、上位 17 課題

・ 2012A 期一般課題採択および実施状況

昨年 12 月 7 日に〆切られ、21 件の応募があった

2012A 期の一般課題については、3 月 2 日に開催の

を採択（うち 1 件は装置グループの枠内で実施）、2
件を予備採択、2 件を不採択とした（表 1）。

2012A 期ビームタイムは 4 月 1 日から 11 月上旬

物構研・MLF 合同分科会、及び MLF ミュオン課題

までとなっており、この間 7 月初めから 10 月半ば

審査部会で審査が行われた。2012A 期に予定されて

までが夏期停止期間となっている。ミュオンではこ

いるビーム運転時間のうち、一般課題に割り当てら

の停止期間中に U ラインの建設、S ライン、H ライ

れる時間（装置グループとプロジェクト利用のため

ンの M2 トンネル内機器設置など、大量の作業が計

応募課題の要求の総計が 90 日と大きく上回ってお

稼ぐために MUSE の運転を中性子よりも 10 日間あ

の時間を差し引いた分）は 50 日であるのに対し、 画されており、ビーム停止後のクーリングタイムを
り、課題毎の評点に従って優先順位の高い課題から

まり先行して 6 月 20 日朝に停止した。（この時間は

順にビームタイムを割り振っていくと、約半数の課

装置グループ利用の時間としてあらかじめ MLF 課

題は予備採択（Reserved）とせざるを得ない状況が

題審査部会で認められたものである。）

表 1：2012A 期一般課題審査結果
Principal
Iinvestigator Beamline

No.

Review
field

2012A0149

Q1

μSR study of the magnetism and superconductivity in the
multi-layer Bi-2223 high-Tc superconductor

Tadashi
Adachi

D1

Tohoku University

2012A0095

Q2

Development of non-destructive and multi-elemental analysis
system by muonic X-ray

Kenya
Kubo

D2

International Christian
University

2012A0044

Q2

Diffusive behavior of garnet-type compounds

Jun
Sugiyama

D1

Toyota Central R&D
Labs. Inc.

2012A0141

Q2

Mu emission from alkali-metal coated tungsten surfaces

Yasuyuki
Nagashima

D2

Tokyo University of
Science

2012A0063

Q2

μSR and μSR studies of hydrogen behavior in a new
oxyhydride BaTi(O, H)3

Takashi
Ito

D1

Japan Atomic
Energy Agency

2012A0138

Q2

Trial beam experiment with low energy decay muons for
Ultra Slow Muon Microscope Project

Eiko
Torikai

D1

University of
Yamanashi

2012A0089

Q2

Static/dynamic behavior in MgH2 at high temperatures

Jun
Sugiyama

D1

Toyota Central R&D
Labs. Inc.

2012A0039

Q2

Investigation of muonic nitrogen and oxygen atom velocities after
muon capture on nitrogen dioxide molecule

Kazuhiko
Ninomiya

D1

Japan Atomic
Energy Agency

2012A0072

Q2

μSR study on the behavior of trace hydrogen in high-pressure
silicate minerals

Nobumasa
Funamori

D1

The University of Tokyo

2012A0112

Q1

Microscopic characterization of the nano-domain ferromagnet
FINEMET

Akihiro
Koda

D1

IMSS KEK

2012A0051

Q1

Low energy spin dynamics in d-electron heavy-fermion compound
YMn2Zn2O probed by μSR

Ryosuke
Kadono

D1

IMSS KEK

2012A0110

Q2

Characterization of the oxygen vacancy in TiO2 nano crystal by
muon spin relaxation

Koichiro
Shimomura

D1

IMSS KEK

2012A0151

Q2

The electronic structure and magnetic properties of copper
nanoparticles stabilized with organic surfactants

khashayar
ghandi

D2

Faculty member

2012A0128

Q1

Development of high pressure cell for muon spin rotation and relaxation Kazuhiko
Satoh
experiments at J-PARC/MUSE and its application to organic systems

D1

Saitama University

2012A0067

Q2

Muon spin researches of valence-trapping and detrapping in
mixed-valence trinuclear carboxylate iron complexes

Yoichi
Sakai

D1

Daido University

2012A0150

Q2

Studies of free radical reactions in methanol

khashayar
ghandi

D1

Faculty member

2012A0071

Q1

μSR study on frustrated quantum spin system (CuCl)La(Nb1-xTax)2O7

Seiko
Kawamura

D1

Japan Atomic
Energy Agency

2012A0127

Q1

μSR study of Fe-substitution effects on the possible ferromagnetic
state in the heavily overdoped La-214 high-Tc superconductor

Tadashi
Adachi

D1

Tohoku University

2012A0126

Q1

Magnetic ground state of the heavily doped nickelate layered
provskite La2-xSrxNiO4

Yuichi
Yamasaki

D1

IMSS KEK
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この前半約 3 ヶ月間中、4 月初頭の加速器故障に

よる停止を除いて MUSE の運転は 120 kW で順調に

行われ、12 件の一般課題、および 1 件のプロジェ
クト型課題が実施された。
・ 2012B 期一般課題公募

2012B 期の一般課題が 5 月 17 日〜 6 月 7 日の期

間で公募され、ミュオン D1 ／ D2 装置については
当初 27 件の応募があった。このうち二件について

は、課題責任者の所属が大学共同利用の対象となら
ない民間企業であったことから不受理となっている

が、残り 25 件（うち P 型課題希望が 1 件）のビー
ムタイム要求総数は 138.5 日と、2012B 期に一般課

題として配分予定である 56 日（88 日から装置グル
ープ利用、プロジェクト利用、および緊急課題枠を
差し引いた日数）の 2 倍以上と、ビームタイムの不
足が 2012A に比べてさらに深刻になっている。こ

れらの一般課題については、現在レフェリーによる

評点が終了し、8 月 8 日に開催される MLF ミュオ
ン課題審査部会（同分科会）で審査され、優先順位
に従ってビームタイム配分が決まる予定である。な

図 3：（上）MuSAC/MAC のメンバーと MUSE 関係者。（下）
委員会の様子。

お、2012B 期のビームタイムについては、ニュート
リノ実験グループからの強い要請もあり、当初の

88 日から若干（〜 10 日程度）の増が見込まれてい
ることを付記しておく。

初日は、今回の諮問内容が下村物構研所長から

・ ミュオン科学諮問委員会（MuSAC）・ミュオン諮

MuSAC/MAC に対して提示されるとともに、施設

問委員会（MAC）

や装置開発を中心としたセッションが行われた。大

回）にあたるミュオン科学諮問委員会 Muon Science

物質・生命科学実験施設（MLF）それぞれの現状報

今回で第 10 回（物構研主催となってからは第 3

Advisory Committee (MuSAC) が 2 月 17 日、18 日と

震災とそれからの復旧・復興を中心に J-PARC 全体、
告が行われた後、MUSE とそこで行われている大学

2 日間にわたり KEK 東海キャンパスで開催された。 共同利用研究について現況が報告された。引き続き、
この委員会では、物質構造科学研究所長からの諮問

ミュオン生成標的では放射化の調査とその対策につ

設運営などについて毎年評価するとともに、今後ミ

用可能にするキッカー導入について、及び μSR 分

ュオン科学が目指すべき方向についての助言・勧

光器の高度化についての報告がなされた。また、建

施設の運転・維持管理などについては、J-PARC セ

領域研究）でその後段に導入予定の超低速ミュオン

を受けて MUSE での研究活動、大学共同利用、施

告が行われる。さらに、上記を踏まえての MUSE

ンター長からの諮問を受けたミュオン諮問委員会

（Muon Advisory Committee, MAC）が助言・勧告を
行うが、両委員会を同一メンバーで合同開催するこ

いて、D ラインでは分岐した D1 と D2 を同時に使

設中の U ライン、及び科学研究費補助金（新学術

実験装置、さらには将来計画である S ラインと H

ラインについても、現在の検討状況が報告された。
二日目は MUSE での研究活動の審査評価が中心

とで、より実効性のある諮問委員会としての役割を

に行われ、5 年間のプロジェクト型課題として 2009

果たしている。今回も、昨年同様に海外のミュオン

年に開始された髭本亘氏（原研先端研）をリーダー

研究機関（カナダ TRIUMF、スイス PSI、イギリス

RAL）を含む外部の専門家 8 名を招き、様々な諮問
内容について検討が行われた（図 3）。
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った「ミュオン共同利用 S 型課題」3 件を含む 4 件
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について、各実験課題責任者からの現状報告が行

他の部分も含め、8 月中に U ライン上への設置が完

われた。これらのうち、H ラインに提案されている

了する予定である。

「ミュオニウム超微細構造定数精密測定実験」、「ミ
ュオン稀崩壊過程探索実験」、及び「ミュオン異常
磁気能率精密測定実験」については、物構研ミュオ
ン PAC での二次採択へ向けての R&D の進捗状況が
報告された。また、2011 年度の PAC で二次採択と

・S ／ H ライン M2 トンネル内整備

M2 トンネル内機器である S ラインの四重極

トリプレット電磁石（SQ456）、および H ラインの
先頭大口径ソレノイド電磁石（HS1）と偏向電磁石

なった「超低速ミュオン顕微鏡」については、2012 （HB1）の製作は順調に進み、5 月には工場で一旦
年度の研究計画についての概要が紹介された。

なお、最終報告書は 5 月末に物構研所長宛に提

出され、現在 KEK のホームページで公開されてい

る。また、昨年同様、プレゼン資料とともに KEK
Proceedings として出版される予定である。

完成した磁石を分解して MLF 大型機器取扱室に搬
入、現地での組み立て作業が行われ、こちらも予定
通り終了した（図 5）。現在、設置が順調に進んで
おり、8 月中に作業が完了する予定になっている。

２−２ MUSE 施設関係
・ 超低速ミュオンビームライン
昨年度末に完成した同ビームライン基幹設備の一
つである「超伝導湾曲ソレノイド電磁石」（東芝）
が 7 月初めに MLF 実験棟第 2 実験ホールに搬入さ
れ、関係者による見学会（図 4）が催された後に U

ライン上に無事設置が完了した。既設の先頭部分と
ピローシールで接続され、真空試験、GM 冷凍機に
よる現場での冷却試験等が順調に進んでいる。
一方、軸収束超伝導ソレノイド磁石についても、

同じく東芝にて完成し、既に MLF 実験棟に搬入ず

みである。現在静電粒子分離器の部分について第 2
実験ホールでのコミッショニングが続いているが、

図 5：MLF 大型機器取扱室で組み立てが終わった電磁石。

・ D ライン整備
昨年度末に引き続き、ミュオンビームを用いての
キッカーシステムのコミッショニングが進行してい
る。特に、キッカーシステムの運転に伴い、周辺の
電子機器に電磁ノイズが重畳し、実験計測に影響を
与えることも判明した。様々な試行錯誤を行った結
果、電子機器や電源のグランド（アース）の取り方
を変更することで相当程度改善することが判明し、
波高弁別を行うデジタル計測についてはほぼ問題は
解決した。現在、半導体検出器等のアナログ計測に
支障が出ないよう、さらなる改善の努力を行ってい
る。
図 4： MLF 第 2 実験ホールに搬入された超伝導湾曲ソレノ
イド。移動台車の上に設置され、この写真撮影の後に
U ラインへ挿入された。
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μSR 分光器（DΩ1）については、これを強化する
ための陽電子検出システムの開発が最終段階に来て
おり、従来の光電子増倍管に代えて APD をベース
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にした一ユニット 32 チャンネルのコンパクトなモ
ジュール型陽電子検出器を DΩ1 に実装する準備が
進められている。

である比較的高強度の低エネルギー負ミュオンを利
用して、軽元素の非破壊分析を行うことを目指した
テスト実験の結果は、炭素質岩石や隕石などへの応

なお、利用者からの強い要望があり、懸案となっ
ていた希釈冷凍機については、関係者の努力の結果

用が有望であることを示しており、今後の発展を期
待させるものとなっている。

冷却試験に成功し、20 ミリケルビン台の最低到達温 （物構研ウェブページ「トピックス」：
度を達成した。これにより、2012B 期以降について
は希釈冷凍機を用いた実験課題も実施可能になる。

http://imss.kek.jp/news/2012/topics/120601MUSEreport/index.html

プログラムへのリンク：

http://msl.kek.jp/result/User-report/User-report_12.html）

３．イベント・会議
・ 牧村俊助氏が日本中間子科学会若手奨励賞を受賞
ミュオン科学研究系技師の牧村俊助氏が、日本中
間子科学会若手奨励賞受賞した。この賞は、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
会員に贈られるもので、今回受賞対象となったのは
「大強度陽子ビームのためのミュオン生成標的の研
究」である。牧村氏は、現在 MUSE で用いられて
いるミュオン生成標的の開発・実用化で中心的な役
割を果たしており、その高い技術水準が評価された

ものである。同氏は、この数年来 J-PARC の大強度
化に対応した回転標的の開発も行っており、来年度
以降の導入に向けてさらなる活躍が期待されている。

図 6：ミュオン共同利用成果報告会の参加者。

・ 第 3 回ミュオン共同利用成果報告会

2011 年度に実施されたミュオン共同利用実験の

結果を報告し合うとともに、利用者間の情報交換
を兼ねた表記会合が 5 月 30 日、東海キャンパスに
て開催された（図 6）。今回は、震災の影響により
J-PARC での実験は大幅に少なくなったものの、他

施設からの好意により振替の形で実施された実験の

成果、および KEK-MSL 職員が独自に海外施設で行
った研究の成果も含め、13 件の発表が行われた。

冒頭、施設側より 2011 年度の総括として震災の

影響と復旧、ならびに 2012 年 2 月から再稼働し始

めた D ラインの状況が報告されるとともに、今後
の施設整備計画、加速器の運転計画について説明が
行われた。研究成果報告では、ミュオンスピン回転
（μSR）測定法による磁性体、超伝導体に関する発
表が 7 件（このうちミュオン共同利用によるものが
4 件）、ミュオンをプローブとした材料中の軽イオ
ンの拡散、負ミュオンの特性 X 線を利用した原子
物理、あるいは非破壊元素分析に関連する報告など
が合わせて 6 件となっている。特に、MUSE の特徴
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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

(4) 2012 年度後半 ISIS ビームタイム予定

石田 勝彦

2012/3：2012 年 9 月 25 日～ 11 月 1 日（38 日）

Dr. Katsuhiko Ishida

2012/5：2013 年 2 月 19 日～ 3 月 21 日（31 日）

2012/4：2012 年 11 月 20 日～ 12 月 20 日（31 日）

RIKEN, Nishina Center for Accelerator-Based
Science, RIKEN-RAL Brunch

(5) RAL および施設関連報告

永らく ISIS 所長であった Andrew Taylor 氏が 4 月

に Science and Technology Facilities Council (STFC)
の Executive Director for National Laboratories に 移

動 と な っ た た め Uschi Steigenberger 氏 が ISIS の
(1) 理研 RAL 支所長の交代

2012 年 4 月より理研 RAL 支所長が松崎禎市郎か

Acting Director となった。9 月には Robert McGreevy
氏が ISIS 所長として着任することが決定してい

ら、Philip King 氏に交代となった。King 氏は RAL、 る。McGreevy 氏 は ISIS Diffraction Division Head と
ISIS 施 設 の Spectroscopy and Support Division Head

して以前 RAL に在籍しており、現職は Oak Ridge

であり、理研 RAL 支所長を兼務する。

National Laboratory 副所長である。

(2) 2012 年度前期ビームタイム実施記録

スタットの搬入、実験の準備などに使えるようになっ

・ 2011/5 サイクル（2012 年 2 月 21 日～ 3 月 31 日）
理研側ミュオン物性 6 課題、英国側ミュオン物

性 3 課題 (Training Course のための使用を含む )、超
低速ミュオンビーム発生実験 1 課題、J-PARC Muon

PAC 採択の 2 課題（経緯は前回報告）を実施した。

・ 2012/1 サイクル（2012 年 5 月 15 日～ 6 月 14 日）
理研側ミュオン物性 9 課題、超低速ミュオンビー

ム発生実験 1 課題を実施した。

Port4 周辺にプラットフォームを拡張し、クライオ

た（写真）
。ミュオン物性実験の試料環境として、ガ
ス印加式高圧、希釈冷凍機による極低温、レーザーな
どの特殊実験条件と組み合わせる実験を実施してい
る。超低速ミュオン生成についてはレーザーアップグ
レード、ビームラインアップグレードおよび標的ヒー
ター故障のために中断していた超低速ミュオン生成試
験を再開した。ビーム生成の最適化中である。

・ 2012/2 サイクル（2012 年 7 月 10 日～ 8 月 9 日）

理研側ミュオン物性 4 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。
(3) 第 9 回実験課題採択委員会 (ML-PAC)

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）委員の半数以上が交代とな

った。第 9 回実験課題採択委員会を 2012 年 9 月 4 日、
5 日に開催する。引き続いて 9 月 6 日に成果報告会
を開催する。課題募集を 7 月 30 日に締切った。
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左方の銀色枠が Port4 実験エリア直上。
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(6) 国際協力関連
国際協力に関しては現有の理研仁科センターとイ

ンドネシア 3 大学（パジャジャラン大学、バンドゥ
ン工科大学、スラバヤ工科大学）との研究協力協定
を、インドネシア最大・最古の大学であるガジャマ

ダ大を含める形で更新する。9 月 17 日にガジャマ
ダ大で開催される物質科学に関する国際会議に合わ
せて協定書の調印式を実施する。この結果、協定の
相手が 3 大学から 4 大学となる。

一方、ミュオン科学研究の理論的展開を踏まえて、
マレーシア科学大学との連携協力をはかることにす
る。ミュオンの位置計算プログラム開発を目指した
実験・理論計算の連携を図ることを目的とする。理

研 RAL ミュオン施設で得られた実験結果の解析、
および国際連携研究の拡大を図る。11 月 1 日に協定
書調印式を予定しており、合わせてミュオンの位置計
算、ミュオン科学、物質科学に関しての国際会議を
実施する。国際会議に関しては、会議ホームページ
（https://sites.google.com/site/musrusm2012/）を参照の
こと。会議開催場所はマレーシアのペナン島に位置
するマレーシア科学大学である。参加受付はまだ
行っており、本研究領域に関する多くの参加者を期
待する。
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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. Wataru Higemoto
Advanced Science Research Center, JAEA

原子力機構では現在も東日本大震災の直接被害お
よび原子力発電所事故のため一部の施設はまだ再開
されておらず、構内の随所で復旧工事が行われてい
る。その中で先端基礎研究センターは設立 20 周年
を迎え、4 月 24 日に記念シンポジウムが行われた。
今期我々は以下のような活動を行っている。
1. 5 年間の中期計画の 3 年目にあたる本年 4 月、
中間評価が行われた。現在評価結果の最終報告
書の作成が行われている。
2. J-PARC および PSI において、希土類化合物や酸
化物の μSR 実験を進めている。
3. J-PARC ミュオン施設において超低速ミュオン用
分光器機器の整備を行っている。それと共に U
ラインの制御系の構築、特に EPICS を用いた監
視システム等の製作を行った。
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J-PARC ミュオン施設報告

J-PARC センター ミュオンセクション
ミュオン wg

三宅 康博

Prof. Yasuhiro Miyake

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。図 1 にキッカー電磁石によって振り
分けられた D1 エリアでの mSR スペクトルを示し

ている。当初、振り分けられた mSR スペクトルに、

Muon Working Group, Muon Science Section

無視できないノイズがのっている状況であった（中

J-PARC Center

図）が、ノイズ対策を講じることによって、D1 エ
リアで得られる mSR スペクトルには、ノイズのな
い測定が可能となっている（下図）。

2012 年 1 月 17 日より、行ってきたビームコミッ

ショニングにおいて、D1, D2 エリアにシングルパル

スを D1 ラインへ振り分けるとともに、ノイズなし
の mSR スペクトル得ることが可能となった。D2 エ

リアでも接地の対策、ノイズ放射の対策を施し、改
善策を講じているところである。
また、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超伝導湾曲ソレノイド磁石が
J-PARC に搬入され、設置・真空リーク試験が終了

した。引き続き、補正予算による下流の収束用超伝
導ソレノイド磁石の設置を 8 月に行う。また、鳥養
領域代表の元、新学術領域科学研究費の枠組みで、
超低速ミュオン顕微鏡実験装置の整備をおこなわれ
つつあり、10 月には、超低速ミュオン顕微鏡の根

幹部の Mu チャンバ−、輸送系が納入される。また、
S ライン、H ラインの放射化の激しいトンネル内の

図 1：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、元のダブルパルス、
中図、ノイズ対策前の mSR スペクトラム、下図、ノイ
ズ対策後の mSR スペクトラム。

機器の設置も進行している。

１．D ライン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

２．希釈冷凍機
髭本、幸田等によって、D1 エリア DΩ1 スペトロ

ンビームを同時にとりだせるように、キッカー電磁

メータに設置した希釈冷凍機を用いて、25 mK まで

石、セプタム電磁石の開発を行い、震災による休止

の温度での mSR 測定が可能となった。今後、極低

期間に設置を行った。

温での実験研究が期待される。

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
エリアに振り分けることができることを確認した。
その後、キッカー電磁石を励磁し、シングルパルス
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３．U ライン、超伝導湾曲ソレノイド磁石
U ラインの建設が大きく進展しつつある。東芝で

の湾曲ソレノイド磁石製作・検収を終え、2012 年 7
月 5 日に搬入され、7 月 6 日には、新学術領域研究

の関係者を迎えての見学会が開催された。その後、
トンネル内への搬入、リーク試験も終了し、GM 冷
凍機での冷却が開始されている。本プロジェクトは、
図 2：D1 エリアで稼働し始めた希釈冷凍機。

池戸が中心となって、低温グループの槇田氏等から
の力強い協力の元、進められている。図 3 は、超伝
導湾曲ソレノイド磁石を前に、行われた見学会の写
真である。

４．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
に設置される超伝導軸収束ソレノイド電磁石系は、
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。既に、超伝導電磁石 3 セット、
800 keV 静電セパレータ 2 セット、ブロッカ−・プ

ロファイルモニターチャンバーが J-PARC に納入さ
れている。
図 3：新学術領域研究関係者による超伝導湾曲ソレノイド磁
石見学会の様子。（2012 年 7 月 6 日）。

本件の最重要なコンポーネントは、言うまでも
なく超伝導収束系であるが、加えて、ミュオンの
約 10 倍の収量がある陽電子を分離するための 3 セ

ットの ± 400 kV（800 kV）の静電セパレータから構
成されている。セパレータの高圧電源に関しては、
ニチコン（株）受注し、現段階では、外部磁場がか
かっていない状況では、アルゴンガス環境下で、±
400 kV（800 kV）の性能が出せることが確認されて

いる。図 4 に、超伝導電磁石系、ビームブロッカー、
セパレータの写真を示す。

５．U ライン遮蔽体、シールディングエリア
U ライン遮蔽体（ピンク）、シールディングエリ

ア（赤）等の設置が完了した。図 5 に、MLF 第 2
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

実験エリアの最近の写真を示す。

伝導軸収束電磁石系から構成される。
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６． U ライン付属設備の整備
U ラインユーザー用の U ラインキャビン（3F）,

回路用 U ラインキャビン（2F）、ライマン α 光を生

み出すために必要な全固体レーザーシステム用のレ
ーザーキャビン（電源ヤード 1F）、U ラインへのア

クセスを担保するための、キャッツウオーク等の

設置が完了した。図 6 に、U ラインキャビン廻りの
MLF 第 2 実験エリアの最近の写真を示す。

７．S ライン、H ラインのトンネル内整備
図 5：U ラインビームライン遮蔽体（ピンク）、シールディ
ングエリア（赤）の設置が完了した。

現在、河村、幸田、Strasser 等が中心になって、

MLF 第 1 実験ホールに展開する、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
備は、過酷な環境での難しい作業であるが、2012
年夏の間に終了させざるを得ない。図 7 に、S,H

ラインに設置をする SQ4-6, HS1, HS12, HB1 の最近
の写真を示す。

図 6：U ラインキャビン、レーザーキャビン、U ラインへの
キャッツウオーク等の設置が完了。
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課題募集情報

ミュオン施設プロポーザル募集予定

各ミュオン施設における実験課題は現在詳細が報告されておりません。今後各施設より情報提供が行
われると思います。詳細に関しては各施設のホームページをご参照ください。
【J-PARC 実験課題公募】

J-PARC センターの該当ホームページ：

http://j-parc.jp/researcher/MatLife/ja/index.html
【理研 RAL ミュオン施設】

2012 年度にかかわる課題申請受付は終了しております。今後の予定はまだ決定しておりませんが、

2013 年度に関わる課題募集は来年春頃募集の予定となると思います。詳細は下記ホームページをご参
照いただくか、理研側スタッフまでお問い合わせください。
http://nectar.nd.rl.ac.uk/

【カナダ・TRIUMF 研究所】
http://www.triumf.ca/
http://musr.ca/
もしくは

・ Molecular and Materials Science Experiments Evaluation Committee (MMS-EEC)
http://www.triumf.ca/experimental-program/about-molecular-materials-science

・ Subatomic Physics Experiments Evaluation Committee (SAP-EEC)
http://www.triumf.ca/experimental-program/about-subatomic-physics

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。
【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

http://lmu.web.psi.ch/news/news.html 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。
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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。お振込には、インター
ネットバンキングのご利用も可能です。（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。
【払込取扱票】		

【インターネットバンキング：ゆうちょ銀行】

口座番号

：00130-0-355770		
口座番号

：0355770		

口座名義

：日本中間子科学会		 店名

：〇一九

加入者振込局：大穂郵便局		 預金種目

店（ゼロイチキユウ店）

：当座預金

・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 2012 年秋季大会横浜国立大学 AG 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（横浜国立大学

常盤台キャンパス）

9 月 20 日（木） 17:30 〜 20:00 AG 会場
予定議題

・会長挨拶

		 ・議長・書記

選出

1. 報告事項
・委員会報告
・施設報告
		 ・プロジェクト報告
2. 審議事項
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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”
実験体験コーナーがあるのですが、そこから来た女の子は、
スーツがあまりにぶかぶかに

「ママ、ここは見るものないね～」と言いながら我々のポ

なったので詰めました。風呂に入

スターの前を通過していきました。大観の今年のポスター

ると何もしないのに肩に水が溜ま

の目標は、「小学生に分かりやすく」をテーマに作ってい

り、スーパーボールを浮かべて遊

たので、思わず目が点になってしまいました …その後も、

べるようになりました。手首に指

多くの方々に「大観」の説明を行いましたが、この日の一

が回ります。手の甲に静脈が浮き出て、触るとプルプル

番印象に残った言葉は、あの女の子の一言でした。

動き面白く遊べます。ひざを抱えてしゃがむことができ

ポスターで説明する内容を、子供向けにするのか、大人

るようになりました。おかげで正しい体育座りができま

向けにするのか、難しいところですが、先ずは、子供達に

す。水筒を洗う時に手を入れられるようになり、洗い物

興味をもってもらえるポスターを作る！来年の施設公開での

の範囲が増えました。UNIQLO で LL の服を買うことが

リベンジを目指します。さて、
「めそん」の内容も他分野の

できるようになって選択子が広がりました。右手を曲げ

人にも分かりやすく魅力的な雑誌を目指していきたいです。

ないで左手で背中からつかんでも体制が崩れないように

（CROSS：大石 一城）

なりました。髪が腰まであったころにできたらきっと美
しかったことでしょう。でも精神は逆に太ったように思
えます。実験をしていても粘りを出せるような気がしま
す。体型を変えるには多大な精神が必要みたいです。実
験をしたければ減量でしょうか。でもできれば健康的に
減量したいですね。『めそん』も健康的に減量して中身
を太くしていきたいものです。
（理研：渡邊 功雄）

渡邊編集委員長にお誘いいただき
まして，再び編集委員に入れていた
だきました。よろしくお願い致しま
す。しばらく mSR 実験から遠ざかっ
ているのですが、この間、超低速ミュ
オンなどの進展を拝見しておりまして、すごいな、と思っ
ております。また、J-PARC が震災の被害から極めて迅
速に復活し再稼働されたことには感動さえ覚えます。私
は大阪にいて全く何の寄与もしておりませんが、広い意

先日、J-PARC の施設公開が行わ

味で同じ業界で働く者として、関係者の皆様のご尽力に

れました。今年は、50 GeV シンク

頭が下がる思いです。さて、話は変わりますが、私も

ロトロン、物質・生命科学実験施
設 (MLF)、ハドロン実験施設並びに

多分にもれず Facebook などを始めてしまいまして、こ
れが面白い。知人らが何を考え何をしているのかが会っ

ニュートリノ実験施設が公開されま

ていなくても（少なくとも表面上は）分かりますし、20

した。公開当日は天気に恵まれ、老若男女を問わずたく

年以上も会っていない友人から突然連絡が入ったりと、

さんの方々に来場していただきました。

楽しんでいます。それだけでなく、「こんな面白い論文

MLF では、ミュオン及び中性子の各ビームラインで

を見つけたよ」などと教えて下さる方もいて、それを発

ポスターパネルによる展示、説明並びに低温実験体験

端に発見があったり時には議論ができたりと、仕事上の

コーナーなどが行われました。中でも、実験体験コーナー

有用性も多少見えつつあります。こういうコミュニケー

は、たくさんの子供達で溢れる人気でした。

ションツールは私が子供の頃には想像さえしなかったも

自分達はといいますと、BL15 大観のポスターパネル

ので、やはり技術革新が人々の生活を変えるということ

の前で、説明をしていました。実験体験コーナーに比べ、

ですね．いや、今の子供たちには生まれた時からこうい

立ち止まって話を聞いていく人は多くはありませんでし

うツールがあるわけで、生活のみならず、思考回路や人

たが、「大観」という名前をキッカケに、話を聞いてい

間そのものが変わっていくのかもしれません。最近どう

かれる方も少なくありませんでした。

もお先真っ暗のような気分のニュースが多いですが、本

MLF の見学経路として、我々の上流側にミュオンの

当は未来は明るく楽しいものであるはずです。
（大阪大学理学研究科：中野 岳仁）
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