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編集部より

編集部より

『めそん』の 2013 年春号をお届けいたします。私

我々の編集部が始まってから 3 つの新しいコー

が本誌編集委員を仰せつかってすでに 4 年が経過

ナーを設けました。まずは『Professional へのスピ

し、これまでに 7 冊の『めそん』を刊行してきまし

リッツ』と称した若手紹介。このコーナーもどこま

た。大阪大学の中野さん、CROSS の大石さん、そ

でもつものかと最初は心配でしたが、若い方々のパ

して KEK の市村さんの 4 人でここまで到達するこ

ワーに助けられていまだ候補者にあふれておりま

とができました。これで 8 冊目ですが、私たちの編

す。今回は KEK ミュオングループの新しい力であ

集部にとっては最後の刊になります。今後は新な編

る宮崎氏にお願いしました。『世界のミュオン施設

集部体制でより面白い『めそん』が刊行されていく

を利用して』では、震災のダメージから立ち上がっ

ことと思います。

た J-PARC ミュオン施設をついに取り上げることが

これまでいろいろなトピックを企画し多くの方々

できました。今後読者の方々が J-PARC を利用する

にご協力いただいてきました。本編集部最後の号と

際の有益な情報となることを期待しております。
『我

して、これまで編集部内でよくアイデアとして話を

らが研究室へようこそ』では、本誌編集委員の大石

してきた、『ミュオン産業応用』に関してトピック

氏所属先である CROSS の紹介を行います。J-PARC

スを組んでみました。巨大加速器を用いるミュオン

加速器運営に欠かせないグループです。

科学は社旗責任・社会貢献としての観点からも厳し

最後になりましたが、個人的な興味や趣味も加

く評価されます。基礎科学を生業とする研究者の研

わっていろいろな試みを本誌上で試してきまし

究のためのツールとしてのミュオンという立場をさ

た。これまで一緒に作業をしてくれました編集部の

らに超えて、いかにミュオンが世の中にとって役に

方々、また、このような紙面を受け入れていただい

立っていけるポテンシャルを有しているかというこ

た読者の方々にお礼申しあげます。

とを読者の皆様にも考えていただくきっかけとなれ

（文責：渡邊功雄）

ばありがたいと思います。
『ミュオンの産業応用』という観点からはすでに
いくつかの優れた業績がいろいろな研究者から出さ
れております。そのような方々に原稿を依頼し、さ
まざまな内容の原稿をいただきました。そのような
中、豊田中研の杉山さんからミュオンにかかわるす
べての方々への提言がなされております。耳が痛い
と思われるかもいるかもしれませんが、大きくうな
ずく方もいらっしゃると思います。是非、皆様ご自
身への提言ととらえて読んでいただけることを期待
しております。そして、このような提言が、中間子
科学会のより発展的な議論へと進化することを期待
Bandung 市 (Indonesia) を上空から。

するところです。
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3-2 第 3 回若手奨励賞募集について
小池選考委員長より以下の報告があった。
・ 若手奨励賞の募集を行う。11 月末日締め切り

日本中間子科学会

とし、対象者は学位取得後 10 年以内のものと

インフォーマルミーティング議事録

する。対象者の詳細は、「めそん」を参照くだ
さいとのこと。
・ 受賞者は、運営委員会で決定される。
・ 審査は論文（昨年応募者で新しい論文が無い場

日

時：2012 年 9 月 20 日（木） 17：30 〜 20：00

場

所：日本物理学会秋分科会
横浜国立大学

常盤台キャンパス AG 会場

合は再度審査）
3-3 学会誌「めそん」編集委員長報告
渡邊氏が欠席のため報告はなし
3-4 ラジオアイソトープ誌連載
久保氏から報告あり
3-5 中間子科学会誌
杉山氏から報告と協力のお願いがあった。

1. 会長挨拶
鳥養会長より挨拶があった。

最低でも 2 年（8 人）の投稿を行いたい。
3-6 ミュオンの PR

2. 議長・書記

選出

議長に埼玉大の佐藤一彦氏、書記に KEK の長友

氏が選出された。

・ 門野氏から下記説明があった。

・ 中間子科学会の用意した一般説明用の ppt 資料
の説明いつでも使えるようにするため web か
らのダウンロードを検討する。

3. 中間子科学会活動報告
3-1 臨時運営委員会、運営委員会報告
鳥養会長よりの以下の報告と提案があった。
＊臨時運営委員会が開催された（5/20）

・ ロードマップ U 最優先、S, H-LINE も必須である。
・ 評価部会において、プライオリティをつけるべ
しとの指摘があったことを受け、物構研の戦略
会議と合わせて行った結果、プライオリティ
S1 本⇒ H 基盤⇒ S 残りとすることにした。

＊第 2 回運営委員会

・ 下村氏から阪大 RCNP の研究会に物構研・理
研と共同開催するため中間子科学会シンポジウ

・ ppt は半年に一度の更新し、内容は高校生、大
学 1 年性向けとする。

・ 西田・鳥養両氏から「動画があるといいのでは」
との提案があった。
4. 次回運営委員選挙
以下、運営委員選挙の方法の通例の確認

・ 12 月の時点で会費を納めた者が被選挙権およ
び選挙権を持つ

・ 投票期限は 1 月末日とする。

・ 2 月の第一週：選挙管理委員会を組織し開票する。
・ 選挙管理委員長を、運営委員会からお願いする。

ムの提案をしないとの説明があった。

・ RIKEN RAL 予算削減に関して仁科センター長
に再考を願う。また、理事長とセンター長に文
書で要望を提出する。

・ J-PARC での核燃料物質をつかえるよう、セン
ター長に要望。（担当、久保、髭本）

5. 次回の総会について

・ 年会のときは 2 日目。（拡大物性、構造物性と
ぶつからないように調整）

・ 2 日目に原子核談話会があるのが通例。
初日に必要であれば、調整する。

・ 中性子産業利用推進協議会季刊誌四季連載。
（担
当、杉山）
・ ラジオアイソトープ誌。
（担当、久保、髭本、小嶋）

・ 毎年 70 名程度。

・ サイエンスカフェが開催された。（9/8 高輪）

・ 幽霊会員はどうするか。

・ その他：出張授業で、ミュオンの PR を行いたい。

2

6. 会費徴収

・ 鳥養氏から催促を出すべしとの提案があった。
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・ 門野氏から、選挙権がある旨宣伝と合わせて督
促するのが良いとの提案があった。

7-3 J-PARC/MLF/MUSE 報告（下村氏）
・ 超低速ビームライン（U-LINE）の進捗報告。

・ H ラインは河村、パトリック、幸田各氏を中心
にトンネル内の作業が進められた。

7. 施設報告
7-1 J-PARC MLF MUSEの課題採択状況の報告
（門野氏）
・ 2012A は 21 件申請（90/50 日）
17 課題採択、2 課題不採択

・ 2012B は 27 件申請（138.5 日 /65 日）
21 課題採択、4 課題予備採択

・ 標的のコミッショニングも牧村氏を中心に行わ
れた。

・ D ラインのキッカーのノイズ抑制に藤森氏が中
心となって取り組むに大きな進展があった。
7-4 RIKEN-RAL の課題採択状況とマシンタイムの

各ビームタイムを削減
（中性子側はビームを出し続けることを望んでい
るため、予備採択も実験遂行の可能性がある。
）

・ S 型課題を 6 課題採択
超低速は二次審査

（物構研 PAC で審査。実験自体は MLF で行うので、
第二審査会に実験技術評価分科会を合同で行う。
）

・ S 型課題は今年も公募。

報告（岩崎氏）
・ 課題採択委員会が開催された。
・ 採択率 6 割。

・一週間後で連絡する。

・ 9 月 28 日から次回マシンタイム開始。
・詳細は「めそん」を参照のこと。
7-5 原研ミュオングループの活動報告（髭本氏）
・ 詳細は「めそん」を参照のこと。

（新しい装置をインストール）
7-2 施設運営：整備状況

・ Dline D1D2 エリアで同時に Uline 大強度表面

8. J-PARC 評価部会
・鳥養氏が参加

ミュオンビームライン建設中。
・ 将来計画

S ラインを先に着手し、H ラインの

建設をおこなう。14 億＋ 11 億で計 25 億円。

9. 利用者協議会

・ J-PARC の池田センター長、齊藤副センター長、

・ 秋光氏より、産業利用を推進する上で、産業利

小池氏、鳥養氏、杉山氏（産業利用）、三宅氏

用の課題が非採択であったことを問題として提

が委員。

起があった。これを受け、門野氏の説明は次の
とおり。『山田所長、文科省と対応する必要が
ある。KEK は特別経費から来ている（大学関
連の予算を削って特別経費）ことに加え法律の
問題もあり新しい枠組みを作らざるを得ない。
産業利用の方にも努力を続ける必要がある。単
に研究者が名前を貸すだけではうまくいかない
のではないかとの懸念がある。

・ 鳥養氏より、共同利用を PR しているが大学共
同利用しかできない、では共同利用を進める上

10.

J-PARC/MLF 施設利用委員会
（三宅、鳥養、杉山、岩崎、門野）

・本委員会の目的が、PAC で決まった課題を承認
するのが主目的であることを確認。
・鳥養氏、岩崎氏から、下記の事案を受け本委員
会の意味合いに疑問が表明された。
・科研費に研究者番号が無いものは申請できない
ので非採択。ビームタイム採択したが割当ゼロ。
センター長へ問題提起が必要か。

で逆効果ではないかとの指摘があった。これを
受け、門野氏の説明は以下のとおり。『制度を
変更するのは大変なので新しい枠作りが必要。
「大学共同利用」が共同利用のネックになってい

11. J-PARC/MLF 利用者懇談会
（鳥養 : 会長、杉山、杉山 : 中性子、佐藤、森井）

・ 10 月 10 日の総会があった。

るとの認識はある。放射光の場合は、元素戦略で

・ 問題は MLF を利用しているが非会員の者がい

KEK の課題を理研へというのは問題ではないか。

・ 会費を徴収は必要かとの問題があると認識。

対応している。理研 RAL で行う可能性はあるが、

る会費に関して、文科省は関知していない。

一朝一夕には解決しないが努力をつづける。
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12.

・ S 型課題が通れば、マシンタイムはそれにあて

理研共用促進委員会

・ 仁科センターとユーザーを繋ぐ重要な役である
ことを確認。

られる。

・ S1 が新元素戦略プロジェクトで 2 割程度占有

・ 岩崎氏より、門野氏が欠席されたことをうけ、
理研に置けるミュオンの存在がかすむことを避
けたいので、協力をとの要請があった。

される。
16.

・ 幸田氏から概要について報告があった。
17.

13.

MLF シンポジウム
ミュオン科学と加速器研究会
（三宅氏）

日本物理学会【領域 10】（河村氏）

・ ミュオン 13 件、中性子 13 件の発表。

・ H ラインワークショプと合同で行う。
・ MUSIC の DC ミュオン源と MUSE の

・ 若手賞は領域全体で応募がなかった。

パルス

・ 論文賞の応募は少ない。

ミュオン源を用いて何ができるかを主要なテー

・ 招待講演・企画講演は領域としてはなかった。

マとする。

・ 年会ではビーム物理学と合同セッションとな

・ 1 月 6 日～ 8 日に KEK つくばで開催。

る。
・ 領域名を数字表示から名称表示へ変更するかど

18.

ミュオン位置にかかわるワークショップ

うかの議論がある。賛否は半々、括弧書きが必

・ 渡邊氏の代理で岩崎氏から報告。

要か。ミュオンに特化した名称をつけることは

・ マレーシア科学大学との連携協力。

できない。「量子ビーム」は誘電体・格子欠陥

・『めそん』77 ページ下参照。

があるので、無理だろう。

・ 阪大で開発された『naniwa』を用いた第一原理
計算に関する報告が小嶋氏（キーノート招待講

14.

演）からなされた。

新学術領域【ミュオン顕微鏡】
（鳥養氏）

・ 準備状況の説明。

19.

MLF スクールの宣伝（小嶋氏）

・ 12 月 18 日 ~21 日。

・ 湾曲ソレノイド設置記念の見学会。
・ ライマン α レーザー光の見学会。

・ 領域会議（8 月 30 日～ 9 月 1 日）の報告。
・ 北海道大学との共同開催。116 名。

・ 申し込み締め切り 10 月 21 日。
20.

（うち学生 21 名）

・ 国際会議 2013 年 8 月 9 日～ 12 日（プレスクー

ル 8 月 9 日）。島根コンベンショナルビューロー。

KEK ロードマップ（門野氏）

・ 研究推進会議が作ったドラフトを説明。
・ 11 月をメドに纏める。

・ ロードマップとは、方向付けのリストであると
の確認。

15.

・ 物構研としてひとつの方向性（目標）をたてる。

新元素戦略プロジェクト（門野氏）

・ 希少な金属を使用せずに同等の機能を持ったも

・ 門野氏宛に意見の集約を行う。

のをつかう。
・ 電子材料（東工大）、触媒・電池（京都大）、磁
性材料（物材研）、構造材料（京都大）の 4 つ
の分野（拠点）。

物構研は、電子材料・磁性

材料を担当する。
・ 電子材料での水素の役割を解明。
・ キックオフシンポジウムが行われる。
1 日 13:15 よりすずかけ台にて。

10 月

・ 小嶋氏が S 型課題をたてる。

・ 物構研（放射光・PS は人件費、分光器で 1 億）

4
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第3回
運営委員会 ( 拡大 ) 議事録

日

時：11/21( 水）15:00 ～ 17:00

場

所：田町東京工業大学キャンパスイノベーショ
ンセンター（CIC）

議

題：ミュオン科学の将来計画（10 年間の計画）
日 本 学 術 会 議 の 大 型 施 設 計 画・ 大 規 模 研 究 計

画に関するマスタープラン策定の方針（9 月 9 日
公 表 ） に 沿 っ て、「 高 強 度 中 性 子・ ミ ュ オ ン を

用 い た 物 質 生 命 科 学 研 究 」 の 見 直 し が J-PARC
セ ン タ ー を 中 心 に 始 ま っ た。 最 初 の 提 案 (2010

年 ） は J-PARC/MLF の 中 性 子・ ミ ュ オ ン の 将 来
計 画 を ま と め た も の だ が、2011 年 度 の 改 訂 で 原
子 炉 中 性 子 も 計 画 に 入 っ た こ と か ら、J-PARC
の ロ ー ド マ ッ プ で は な く、 中 性 子・ ミ ュ オ ン
科 学 の 将 来 計 画 に と 性 格 が 変 わ っ て き て い る。
そこで、ミュオンについても、理研 RAL の将来

計画や、阪大の DC ミュオン源計画を考慮した計画
の作成を目指して。

(1) J-PARC ミュオン施設の将来計画
(2) 理研 RAL の将来計画

(3) 阪大 DC ミュオン源計画

(4) その他（ミュオンを用いた顕微鏡、固有のビー
ムダンプおよび捕獲ソレノイドによる大強度
ミュオン発生など）
の簡単な紹介を聞いたうえで、とくに若手を中心に
将来展望を語ってもらい、今後の議論の出発点を確
認した。
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第四期運営委員候補選挙

第 4 回運営委員会議事録

結果について
日本中間子科学会第四期になる運営委員候補の選挙
が行なわれました。
選挙の実施状況および選挙結果は以下の様です。
・ 選挙管理委員会：久保謙哉、佐藤一彦、松田恭幸
・ 選出候補者数：14 名

・ 任期：2013 年 4 月 1 日～ 2015 年 3 月 31 日

・ 選挙権、被選挙権：会則の細則第 3 条による。但し

2013 年 1 月 31 日時点で 2012 年度会費を納入した会
員のみ選挙権及び被選挙権を有するものとした。

日

時：2013 年 02 月 24 日 ( 日 ) 15:00 〜

場

所：山梨大学東京リエゾン室（東工大キャンパ
スイノベーションセンター内）

出席者：鳥 養、 秋 光、 杉 山、 髭 本、 松 崎、 松 田、
門野、網塚、小池、西田、下村、三宅、久保

・ 公示：2013 年 2 月上旬に郵便で公示。

・ 投票：委員候補 8 名連記のうえ郵便又はファック
報告事項

スにて投票。

・ 投票〆切：2013 年 2 月 15 日（金）

・ 開票日時：2013 年 2 月 16 日（土）10:30-12:00
・ 開票場所：東京大学駒場キャンパス 16 号館

（以上選挙管理委員）
立会人：下村浩一郎

投票数

久保 謙哉、小嶋 健児、秋光 純、岩崎 雅彦、

55 名

小池 洋二、西田 信彦

3 名（封筒に記名無し）

開票結果：
順位
1
2
3
3
5
6
7
7
9
9

名前
髭本

亘

鳥養映子
門野良典
下村浩一郎
松田恭幸
三宅康博
杉山

純

渡邊功雄
久保謙哉
小嶋健児

【会員増強活動の成果】

得票数
36 票
30 票
25 票
25 票
24 票
23 票
22 票
22 票
21 票
18 票

11

12
12
14
次

秋光

純

岩崎雅彦
小池洋二
西田信彦
石田勝彦
網塚

浩

久野良孝
永嶺謙忠

17 票

15 票
15 票
14 票
13 票
11 票
11 票

10 票

得票数 9 票以下は省略

この結果を受けて、得票上位の方々に運営委員への
就任をお願いし、次期総会までに新委員を確定、互
選により会長、副会長が決められる予定です。
選挙管理委員会：久保謙哉、佐藤一彦、松田恭幸

6

た。
松田 恭幸、三宅 康博、杉山 純、渡邊 功雄、

58 名 ( 郵送 56 通 )

無効投票数

以下の 14 名が来期運営委員になることが確認され

髭本 亘、鳥養 映子、門野 良典、下村 浩一郎、

94 名

うち有効投票数

久保選挙管理委員長から 2 月 15 日に投票が締め

切られた来期運営委員選挙の開票結果が報告され、

・ 開票作業：久保謙哉、佐藤一彦、松田恭幸

有権者数

【運営委員選挙報告】

下村庶務委員長より、会費を支払っていただける
よう啓発と督促を続けた結果、会費の未収者が減少
し、今年度会費を払う人が 100 名を超える見込みで
あることが報告された。
【日本学術会議大型施設・大型研究申請の準備状況】
鳥養会長から、J-PARC センターの池田センター
長が、中性子とミュオンを合わせる形で調整を進め
ていることが報告された。

審議事項
【若手奨励賞】

小池選考委員長から今年度若手奨励賞に 2 名を推

薦する旨報告があり、了承された。
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【日本学術会議協力学術研究団体への申請】

【事務局の選出】

鳥養会長と杉山委員から、学術会議の協力学術研

庶務委員長として、髭本亘氏を選出した。会計委

究団体への登録の提案があった。「100 名以上の個

員長として、小嶋健児氏を選出した。めそん編集委

人会員」がいる学術研究団体であれば登録可能。デ

員長として、網塚浩氏を選出した。

メリットは特になく、学術会議からの情報が入りや
すくなることが期待される。申請を行うことを了承 【中間子科学会の運営】
した。

今回の運営委員会の選挙において、ほとんど顔ぶ
れが変わらない結果となったことは中間子科学全体

【中間子科学会の若手の会の設置】
鳥養会長から、若手研究者の研究活動を奨励する
ために若手の会を設立してはどうか、という提案が

の発展を考えると問題ではないかとの問題提起が
あった。次期運営委員会でひきつづき検討を続ける
こととした。

あり、了承された。会則の変更が必要か、インフォー
マルな組織とするかは引き続き検討事項とするが、 【会計】
活動資金についてもある程度の補助が必要であろう
と合意された。

現在の中間子科学会の会計は恒常的に赤字が続い
ており、会費未収の会員からの徴収率を上げる工夫
とともに、会費の値上げを真剣に考慮すべきこと、
その際には学生会員への配慮が必要であることが議

【事務局問題について】
下村庶務委員長から、これまで事務局はＫＥＫと
理研が順番に分担してきたが、負担を一か所の組織

論された。次期運営委員会でひきつづき検討を続け
ることとした。

に集中させないために大学を含めて役割分担を再考
できないかという問題提起があった。
【研究者のポスト拡大】

MuSAC からも施設の装置開発・維持運営・ユー

ザーサポートにあたる人員が少ないという指摘が出
ているが、定員内ポストを獲得できる見込みは現
時点でないことが門野委員から報告された。KEK、
JAEA に中間子科学会としての働きかけを行うこと
も考慮するべきとの意見があった。
【新旧引き継ぎ運営委員会】
2013/02/24( 日 )

16:15 から

山梨大学東京リエゾン室（東工大キャンパスイノ
ベーションセンター内）
【会長・副会長互選】
互選の結果、次期会長に杉山純氏を選出した。こ
こで議事進行を杉山次期会長に引き継いだ。互選に
より、次期副会長として秋光純氏、久保謙哉氏、松
田恭幸氏を選出した。
【会長指名運営委員の選出】
杉山次期会長より、網塚浩氏、斉藤直人氏、石田
勝彦氏の指名があり、承認された。
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2012 年度
日本中間子科学会

会計報告

（2013 年 2 月 1 日）

2012 年度日本中間子科学会への会費を納入くだ

さり、ありがとうございました。本年度は 11 名
会員が増えて、151 名の会員のうち、95 名 ( うち
学生 2 名 ) の方々に会費を納入していただきました

（2 月 1 日現在）。

今期から「めそん」の印刷代が出費に加わります。

1 回の出版に約 20 万円かかりますので、今後とも
会費納入をよろしくお願いいたします

会計委員：小嶋健児

1) 収入の部		
会費（前回会計報告後納入の前年度会費を含む）
357,000 円
0円

銀行利子

999,102 円

前年度繰越金
繰越金訂正 ( 振込手数料計上忘れ )
計

-330 円

1,355,772 円

		

2) 支出の部		
運営委員会開催費
（運営委員会旅費・お茶菓子代）

46,536 円

（賞状・盾・記念講演旅費）

93,493 円

2011 年度若手奨励賞賞状副賞
事務運営費

（B6 版ファイル 2 個）

学会ウェブページ運営費

（サーバー 1 年分利用料）

「めそん」No.36 印刷代
次年度繰越金
計

8

750 円
1,500 円

207,834 円

1,005,659 円
1,355,772 円
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特集『ミュオンの産業応用と社会貢献』
第一は図 1 に示す様に飛程（物質に撃ち込まれた粒
子が止まるまでの表面からの距離）とエネルギーと

ミュオンによる
ラジオグラフィーと元素変換

の間に単調増加の関係がある事で、この性質はミュ
オンのみに有って他の粒子には無い極めて大きな特

徴である。即ちエネルギーを eV から TeV に至るま
で変化する事によって , 単調に飛程を nm から km に

変化させる事が出来る。陽子は核反応の為に MeV 以

永嶺 謙忠

上で他の粒子に変わり、電子は質量が軽い為に光に

変わる。従って水の厚さで言えば 10 cm 以上の厚さ

カリフォルニア大学リバーサイド校

を通り抜ける粒子はミュオンしか無い。ミュオンを

Prof. Kanetada Nagamine

用いて産業への利用を考える場合は、飛程がエネル

University of California, Riverside

ギーと単調増加の関係にある事を使って、エネルギ
ーを変じて物質の内部の意図する場所にミュオンを
止めたり透過させ得る特性を使う。深まるにつれて

1. はじめに

止まる位置の広がりが大きくなる。後述する様に、

ミュオンが発見され、様々な基礎物理への貢献が

この事を調節する為のアイディアが提案されている。

あった。加えてミュエスアール法による微視的物性
研究が行われ始めて半世紀が経過した。その間ずっ
と、産業利用や社会貢献の可能性が論じられてきて

2-2

透過型と反射型イメージング

いる。筆者はここ 4 半世紀の間この問題に取り組ん

一般に粒子線を用いて内部を探索するイメージン

できているが、未だに回答を摸索中である。ここで

グ / ラジオグラフィーを行う為には二つの方法があ

は、問題設定を “ ミュオンによるイメージング / ラ

る ( 図 2)。一つは透過型と言われる方法で、物質を

ジオグラフィーと元素変換 ” として、その立場から

透過した際に粒子の強度が減衰する事を測定する強

産業利用と社会貢献を考えて行く事としたい。全て

度減衰式と、多重散乱が行われる量を測定する多重

簡潔記述とし、詳細は既刊の書物 [1] に続いて近く
出版される文献 [2] を参考されたい。

散乱式の二つの方式がある。どちらのスタイルを採
用するかは測定の仕方、対象物の状態等々に依存す
る。もう一つの方法は反射型と言われる方法で粒子

2. ミュオンイメージング / ラジオグラフィー
の原理と進展

を表面から撃ち込み跳ね返ってくる反跳粒子を測定

ミュオンで物質の内部を探索し産業や社会に貢献

た後に放出される二次粒子や光を観測する方法とに

する為には、他の粒子には無い次の特徴に留意す

よって、内部を探索する。この二次粒子・X 線測定

ることが重要に思われる。1) ミュオンのエネルギ

の方法がミュオンにとっては極めて有効である。

ーと飛程との関係が nm から km まで単調的に変化

する方法と、粒子を中に止めてその粒子から止まっ

103

する。2) 2 次的に出る X 線や崩壊電子・陽電子を

102

m 10

捕らえると反射型イメージングが可能になる。そ

1

の際スピン偏極性から磁気的な性質を探索できる。

2-1

エネルギーと飛程；nm-km のイメージング

素粒子ミュオンを用いて物質内部のイメージン
グを行う場合、幾つかの極めて重要な特徴がある。

mm 10

Range

3) 対象物を損傷する事が無く非破壊的である。

102
1
102

μm 10
1
102

nm 10
1

1

10

102

103

104

105

Energy [keV]

106

107

108

109

1010

図 1： 銅中のミュオンの飛程のエネルギー依存性。
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2-2-1

強度減衰式透過型イメージング

この方法は最も簡単なイメージングの方法で、調

べたい物質の背後に 2 基以上の位置敏感型検出器を
置きテレスコープを構成する。粒子の経路の測定を
して対象物のどの場所を通ったかを測定し、その粒

る為に、対象物のサイズと厚さによって装置が巨大
化する。従って厚さとサイズについて対象物の選定
に限界が生ずる。
これまで述べた強度減衰式透過型と多重散乱式透
過型の二つの併用で元素選別が実現する。それはこ

の二つの現象が物質の電荷 Z に対して異なる依存

子の強度を測るというものである。図 3 に示す例は、 性をする為である。
数 100 GeV の宇宙線ミュオンを用いて、km サイズ

の火山体を対象にしたものである。同様の方法は他
のエネルギー領域で、他の厚さを持った物質にも適
用される。この際規格化と言われる、ビーム強度の
絶対値及び決まった厚さに対してどの様に減衰する
か、という比較標準が必要になる。更にミュオン以
外の粒子が混入する雑音をどの様に除去するか、と
いう事も問題になる。

Source

Detector

Sample

図 3：強度減衰式透過型ラジオグラフィー測定器の例。
宇宙線ミュオンが火山体を透過する量をミュオ
N (x, y, E)

N’ (x, y)

既知のエネルギースペクトル
の空間分布

透過後の強度
の空間分布

Detector
Source

ンの経路ごとに測定する。経路を決めるために
10 cm × 1 m のプラスチックカウンターを多重に
した検出器を 2 面使ってホドスコープを作る。中
間に鉄板を置き電子・光の雑音を除去する。

Sample

加速器
ミュオン

Entering
Muon Track
X, e±, etc.

図 2： 粒子線を使ったラジオクラフィーの二つの方法。
透過法（上）と反射法 ( 下 )。

Material

x

2-2-2

多重散乱式透過型イメージング

図 4 の様に、対象物の前と後ろにテレスコープを

y

x

y

y

x

Scattered
Muon Track

設置する。前方のテレスコープで入射の方向を決め、
物質の中でどの様に変化し出てくるかを後ろのテレ
スコープで測定する事によって、物質の中で粒子が
受ける多重散乱を定量的に測定し内部の様子を探ろ
うとするものである。二つのテレスコープを利用す

10

z

図 4： 多重散乱式透過型ラジオグラフィーの原理図。ホドス
コープを対象物の前後に置きミュオンの入射と出射の
経路と位置を決める。
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2-2-3 負ミュオン X 線・崩壊電子反射型イメージング
負ミュオンを物質の中に止め、二次的に出てくる

粒子や X 線を測る事によって、物質の中のイメー

れる。同時に陽子ビームから効率よくパイオンを捕
獲しミュオンに変換する方法に進展が見られ、大強
度陽子から更に大強度のミュオンを生成する方法が
日々進歩している。

ジングを行う方法を説明しよう。ミュオンの静止位

一方ミュオンが質量の軽い素粒子であるという特

置を変じ反射信号を物質の静止位置の函数として測

徴を生かして、小型加速器を使ってミュオンを作り

定する事によって内部探索ができる。先ず最も使わ

イメージングの更なる発展を図る方法も考えられて

れている負ミュオン原子 X 線・崩壊電子のイメー

ジングである。物質中の負ミュオンは原子核の周り
に小さな束縛エネルギーの高い原子を作り、透過性

いる。
2-3-2

加速器ミュオンビームの高輝度化

の良い高エネルギー X 線を放出する。その X 線の

超低速正ミュオンビームの進展に伴って nm サイ

エネルギーを測る事によって、物質中のミュオン

ズの厚さのイメージングが可能になった。また、超

の静止位置での原子の電荷 Z を調べる事が出来る。 低速ミュオンを加速する事によってビーム収束を行
即ち元素分布のマッピングを取る事が出来る。更に

う事が可能になり、マイクロビーム生成への道が開

エネルギー分解能を上げて、原子核の質量差で異な

けた。この二つを活用すると、ミュオンの静止領域

構造を調べる事によって、同位体分布のイメージン

高密度化する事が出来るようになる。

る同位体シフト・超微細相互作用等の X 線の微細

を水中で 100 ミクロンの深さで 10 ミクロン以下に

グも行う事が出来る。
加えて負ミュオンについては原子核に吸収される

確率が電荷 Z に対して増加する為に、競合する崩

壊電子の寿命を測定する事によって元素の同定をす

2-4

宇宙線ミュオン特性理解の進展

これまで知られていた宇宙線ミュオンの特性をよ

る事が出来る。

り詳しく知り、より広い応用に導く手法が開発され

エネルギーが有限であるので、二次的な反射信号を

あるが、スピン偏極している。そのスピン偏極を活

得る事が出来る為の物質の厚さに限界が生ずる。水

用する手法が考えられている。反射型の信号を期待

この二つの方法は X 線のエネルギー及び電子の

にして m 以上は困難である。
2-2-4

正ミュオンスピン緩和反射型イメージング

つつある。宇宙線ミュオンは 30% 程度と低い量では

する限り宇宙線ミュオンとは言え、水にして 25 cm

厚までの利用制限がある。更に宇宙線ミュオンには
負ミュオンが 1/3 程混入している為、その負ミュオ

スピン偏極正ミュオンを用いたミュエスアール法

ンを使った元素選別イメージングが可能である。こ

が利用出来る。物質の中に正ミュオンを止め、放出

れも崩壊原子を測定する限り厚さに制限が水にして

スピンに依存した情報、即ち物質の中の微視的磁性

低エネルギー成分の精密測定が行われ、基準となる

される崩壊陽電子を測定する事によって実現する。 25 cm になる。一方数メーターの鉄や岩石に止まる
のマッピングが測れる。超低速正ミュオンの実現で
nm~mm サイズのイメージングが可能になる。放出

陽電子のエネルギーが 50 MeV までである為、対象
物の厚さに限界がある。水では 25 cm までが測定可
能になり、人体が対象に出来る。
2-3
2-3-1

加速器ミュオンイメージング技術の進展
加速器ミュオンの進展

近年になって J-PARC を始めとする大強度陽子シ
ンクロトロンの進展が見られている。中性子利用と
相まってこの手法はより進展が将来に亘って期待さ
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ミュオンビーム強度の精密化が成されている [3]。

3. ミュオンイメージングの利用の具体例
3-1

nm サイズの可視化イメージング

nm サイズの mSR 信号を使ったイメージングは、

PSI の低速正ミュオンを使って深さ方向の分布を精

密に測り、色々な物性研究が行われている。ここで
は、さらに進めて加速冷却により 3 次元で nm サイ

ズのイメージングが出来る状況を考えよう。この
nm サイズイメージングの産業利用に関して二つの
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テーマが考えられる。一つはスピントロニクスで、 次の様にまとめられる。1. ミクロな磁気的性質を高
もう一つは電池材料物質である。後者に関しては別
途報告 [4] があるのでスピントロニクスに関して話
を進める。

感度にとらえる事が出来る。2. 非破壊に生体を探る
事ができる。3. 位置分解能を高くする事ができる。
4. 医学利用に対して専用加速器が必要となるが、一

部は癌治療用陽子加速器を利用する事も可能である。
3-1-1

スピントロニクス物質の開発

3-2-2

生体血液の磁気イメージングと脳機能

スピントロニクスは、半導体の電子流による情報

MRI による生体診断は、ヘモグロビンの磁性を

伝達に加えて電流にスピン自由度という情報を加え

ヘモグロビン内の水の分子の陽子の磁気共鳴を見て

る事によって、これまでの情報伝達の容量を倍増す

いて、デオキシヘモグロビンが磁性を持っていると

る科学技術である。成功すれば、情報デバイスの小

いう事で NMR 信号を得ている。血液の主成分ヘモ

型化等々が進展し、情報産業革命が訪れると言われ

グロビンを調べ、血液の生体内の流れの構造及びそ

ている。然しながら、半導体中にスピンを導入し、 の動的な変化を見る事で、MRI が生体診断に使わ
そのスピンをコントロールし、観測するという手法

れる。さらに脳の動的な活性がヘモグロビンのオキ

は必ずしも十分な発展が遂げられていない。最大の

シ度に反映される事により、機能的 MRI と言われ

理由は半導体中に導入されたスピン偏極電子の偏極

る脳機能の観測が行われている。MRI はオキシヘ

性を、精度良く早く測定する方法がない為である。 モグロビンに対して感度がなく、デオキシが増加
ミュオンが束縛している電子とのスピン交換反応に

減少する事をヘモグロビン成分変化として検知し、

よって伝導電子のスピン偏極を観測するという方法

血流のオキシ度・活性化を診断する。これに対し、

が提唱され、KEK で幾つかの準備実験が行われた

mSR は 2 つのヘモグロビンに対して別々の感度が

に関して、実証実験が行われ成功を見ている [6]。

るかを区別して見る事が出来る [7]。ミュオンの止

[5]。光学的スピン偏極電子の導入が可能な n 型 GaAs
この手法を使うと Si や他の半導体への展開が可

能になる。一方半導体中に電子を入射する方法とし

有り、図 5 に示す様にオキシであるかデオキシであ
まる位置を調節して、デオキシとオキシの信号の識
別を行い、血流のオキシ化状態を新しい視点でモニ

て、強制的にスピン偏極した加速電子をスピン偏極

ターする事が出来る（図 6）。この情報を使うと新

電子銃によって作成し、それを用いて全ての半導体

しい脳機能への利用が可能になり、MRI と相補的

について研究を展開するという事が考えられる。こ

な実験結果を生み出す事が出来る。

れらの手法は大きな発展が期待出来る。

nm サイズのイメージングによって、物質中の空

間的なスピンの分布等のイメージングが可能にな
産業に大きな寄与をすると思われる。

3-2
3-2-1

cm サイズの可視化イメージング
非破壊生体物質のスピンイメージング

cm から m までのサイズの可視化イメージングで
一番重要な応用は、生体特に人体に関するものであ
る。ミュオンを生体内の必要な器官にとめ、mSR 法
を使ってスピン依存による磁気的な性質を通して、
生体器官の状態を探る手法である。手法は MRI と
よく似ていて MRI とどの様に違うかが重要な点と

なる。mSR 法生体診断には幾つかの特徴があり、
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100

Normalized Asymmetry (%)

り、スピン流の直接観測が出来るようになる。情報

Oxy

Deoxy
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図 5： ヘモグロビンのミュオンスピン緩和データ [7]。常温、
ゼロ磁場。デオキシは初期減偏極が大きく遅延緩和が
無い。オキシは初期減偏極が小さく遅延緩和がある。
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図 7： 純水中のミュオニウムスピン緩和の酸素不純物濃度に
対する依存性 [9]。

3-2-4

ミュオン X 線イメージングの国土安全利用

調節しながら、発生する X 線を測定する事によって、
0

5

TIME [μs]

10

図 6： μSR 反射信号による脳機能観測実験の想像図 ( 上 ) と
結果の予想図 ( 下 )。ミュオン停止位置と陽電子軌道
とから脳の内部を細分化して、μSR 信号を得ると、其

物質内の元素分布のイメージングを行う事ができ
る。考古学・隕石に関する利用については別の報告
[10] があるので、ここでは国土安全利用のみに限定

して考える。重い元素のミュオン X 線を、エネル

の位置での脳内血流のオキシ度を観測し脳の活性度を

ギー分解能の良い検出器で測る事によって、Z が同

知る事ができる。

じで質量が異なる同位体について分離する事ができ
る。特に

3-2-3

1.6
-1

負ミュオンを物質中に止めミュオンの静止位置を

Asymmetry (%)
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1.2
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100%

0.8

[O2]/10 mol ℓ

100

ミュオン観測領域

0.4

-4

Asymmetry (%)

占有率
100%

0
0.0

100

生体細胞内酸素濃度と癌診断

Hypoxia と呼ばれる癌組織での低酸素症が話題に

なっている [8]。正常組織に比べ癌組織では酸素分

U と 238U とを図 8 の様に区別して捉え

235

る事が出来る [11]。コンテナ等に隠ぺいされて密輸

入される特殊核物質の検出に有効である。その為に
移動可能な加速器の利用が議論されている。

圧が極めて低いという事が解っている。図 7 に示す
様に、正ミュオンが水中で作るミュオニウムの緩和
率は、酸素の濃度に対して敏感に変化する [9]。ミ

U-238

ュオニウムの電子と酸素とのスピン交換反応で、低
オニウムによる酸素濃度検出の感度域は、癌組織の

Counts

濃度の酸素で減偏極が起こるからである。このミュ

U-235

K-rays
2p3/2& 2p1/2→1s1/2

低酸素症の酸素濃度と極めてよく一致している。正
ミュオンを生体の必要な器官に止め、そこでのミュ
オニウムの減偏極度を見る事によって、mm レベル
より狭い領域での癌の初期発生を検知する事ができ
る筈である。
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図 8： U と U のミュオン原子 Ⅹ 線の K-X 線領域の微細
構造 [11]。
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3-3

m 以上の巨大物質の可視化イメージング

溶鉱炉

12.0
[m]

透過像

[m]
10.6

[m]
5.3

密度分布

鉄

3-3-1

大型産業機器の内部診断

これから暫く宇宙線ミュオンによるイメージング

0
-8.7

0

17.3 m

ギーの限界及び反射型信号のエネルギーの限界等々

から厚さに制限があり、m を越し km に至る巨大物
質のイメージングへの利用は困難である。強度は弱
いがエネルギーが高い宇宙線ミュオンが有効である
[1]。強度は数億分の 1 程と弱く測定に時間が掛か

るが、適切な測定器を用意する事によって、大型産

-8.7

0

0
8.7
[m]

0
0

3.6

7.2

密度（g/cm3）

μ

の利用について考えよう。加速器ミュオンのイメー
ジングは、加速器施設で得られるミュオンのエネル

8.7
[m]

検出器

図 9： 溶鉱炉の宇宙線ミュオンレントゲン写真 [12]。観測の
様子（左）；2 面の位置敏感観測器が溶鉱炉の床面と
同じ高さに置かれ、溶鉱炉を透過するミュオン強度を
経路ごとに測定する。溶鉱炉断面の各点の透過強度分
布（中）；各点を透過するミュオン強度データと溶鉱
炉中の経路の長さとから得られる 2 次元密度分布（密
度の大きさは色で表示）。密度分布の拡大図（右）。

業機器の内部を透視観測する事ができる。この方法
が最初に大型産業機器に応用されたのは、稼働中の
溶鉱炉を調べる事であった [12]。溶鉱炉は炉心内の

溶融している鉄のまわりに炭素で出来た断熱用の炉

Up-Down

壁があり、その炉壁がどの様に摩耗するかを炉の運

53.1 deg

Left-Right
g

す様な透視像を得て , 炉壁の摩耗状態を、溶鉱炉を

de

度その溶鉱炉を透視出来るという事から , 図 9 に示

20m

1.5m

45

転中に調べる方法が無かった。宇宙線ミュオンが丁

36.9 deg

分解する事なく、調べる事が出来る。新日鐵住金で
実用化されている。
3-3-2

損傷原子炉の炉心状態の診断

東北大震災による福島第一原発の損傷状態の現状
を知るために、宇宙線ミュオンによるイメージング
が極めて有効である。溶鉱炉等の経験を踏まえて損
傷原子炉の内部探索の提案が、事故発生直後に行
われた [13]。2011 年の準備過程で原子炉のモデル
を KEK 内に構築し、強度減衰ラジオグラフィーで

どの位の空間分解で内部が探索できるかテストを行

った。その拡張として 2012 年に休止中の原子炉の
強度減衰ラジオグラフィーを行った。この実験は、
筑波大学・KEK の共同グループによる新しい測定
器で強化された。福島第一に強度減衰式透過型ラジ
オグラフィーを適用する場合のシミュレーションが
行われ [14]、図 10 に示す様に、炉心から 25 m の位
置に測定器を置く事により、燃料棒の有り無しで

10% もの差を 2 週間程度で検知出来る事が判って
いる。
一方、原子炉の内部を探索する同じ目的で、ロス
アラモス国立科学研究所のグループが多重散乱ラジ
オグラフィーによる内部探索のテストを行った。そ
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図 10：（上図）MARK1 型原子炉の強度減衰式透過型宇宙線
ミュオンラジオグラフィーのシミュレーションのた
3
めの装置配置図。密度 2.5 g/cm を炉心に仮定し、測

定器は炉の中心より 25 m に配置する。（下図）計算
結果 [14]。炉心完全充填の場合と炉心完全消失の場
合との水平方向透過強度の比を、色々な高さ区分で
示す；
（上左、上右、---- の順に炉中心の位置の高さで）
0-1 m, 1-2 m, 2-3 m, 3-4 m, 4-5 m, 5-6 m, 6-7 m 及び 7-8 m。
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の結果多重散乱式と強度減衰式とを組み合わせる事
によって、内部の物質分布が元素を選別した形で行
われる事が解った [15]。これを利用すると炉心の溶

融状態がウランによるものか、周囲の鉄によるもの

4. 負ミュオン元素変換・核融合の原理と特徴
4-1

MeV 程度以上のエネルギーを持つ、重い電子で

かを区別する事が出来る。
3-3-3

火山体内部状態のデータベース構築

負ミュオン原子核吸収反応による元素変換

ある負ミュオンを物質中に注入し静止させると、次
の現象が起こる [1]。

火山体の噴火予知をする為に、宇宙線ミュオンを

1) 負ミュオンは周辺電子をくぐり抜け原子核に近

使って火山体内部の状態を調べる研究が進展してい

付き、原子核の周辺に小さい原子 “ ミュオン原子 ”

る。別途報告がある [16] ので重複がない様に話を

の高励起状態を作る。

進める。これまでの研究とは異なったタイプの進め

2) ミュオン原子内遷移を経て、ナノ秒以下の時間

方として富士山の地下水を探索する事が提案されて

で、負ミュオンは基底状態に到達する。原子番号Ｚ

内部構造の上を溜まった雪地下水が流れて周辺に降

で、例えば

いる [17]。富士山には川が無く、古富士と呼ばれる

のミュオン原子の基底状態の半径は 270/Z×10-13 cm
Ru (Z=44) では 6.14×10-13 cm となる。

100

り注いでいる。その地下水を比重の違いからミュオ

3) 質量数 A の原子核の半径は 1.2(A)1/3×10-13 cm で、

ンで検出する事が出来れば将来の富士山噴火に対し

例えば

て知見が得られるかも知れない。

ュオン原子の基底状態の半径と原子核の半径とが

3-3-4

地殻の地下構造の探索

火山と違って地震の予知は非常に難しい。活断層な
ど地殻の地下の構造が観測する事が出来てその時間変

100

Ru (Z=44) で は 5.57×10-13 cm と な る。 ミ

同程度となるため、核子と負ミュオンとの間に近
接距離で働く弱い相互作用が有効となり、素過程

m - + p →n + n m の核吸収反応が起こり、負ミュオン

の自由崩壊 m - → e- + n m + n e と競争する。例えば
Ru (Z=44) では 95 % が核吸収 5 % が自由崩壊と

化を捉える事が出来れば、地震予知に繋がる研究が出

100

来るかもしれない。その為には巨大加速器を都市の中

なる。

心に据え、そこからニュートリノビームを送り、地下

4) ミュオン核吸収反応に続いて、励起核状態から

の地殻によるミュオン発生反応を利用する事が提案さ

中性子、陽子、等の粒子放出が起こり、それに応じ

る筈である。何故ならば活断層が周囲の地殻に較べ比

によって負の電荷が一つ印加されるため、ユニーク

れている [18]。活断層の地下構造を検出する事が出来
重が数 10% 少ないからである。この活断層の時間的

て様々な原子核同位体が生まれる [19]。負ミュオン
な原子核変換・元素変換反応が実現する。

な変化を調べる事により地殻の移動、地震発生に繋が
るデータベースが得られるかもしれない。
3-3-5

加速器ミュオン透過型ラジオグラフィー

これまでは宇宙線ミュオンの透過型ラジオグラフ
ィーを議論してきたが、エネルギーが高い加速器ミ

ュオンが得られれば、加速器ミュオンを用いて m 程

4-2

負ミュオンが触媒する核融合 [1]

負ミュオンを 2 重水素 (d) と 3 重水素 (t) の混合

系に入れると、小さな（水素原子の 207 分の 1）原
子が出来て、d から t への移行をへて、共鳴的に

(dtm) 分子イオンが出来る。その分子が小さいため、

度の巨大物質の透過型ラジオグラフィーが実現する。 ps 程の短時間で核融合が起き、中性子、アルファ
特に J-PARC 等エネルギーが高い陽子加速器で K 中
間子崩壊のミュオンを用いると 200 MeV 領域の単色

と負ミュオンが放出される。その負ミュオンの大半
は、負ミュオンの寿命（2.2 マイクロ秒）の間に、

のミュオンが得られる。加速器ミュオンを使うと強

次々と連鎖的に 100 回以上核融合を起こす。僅かの

度減衰・エネルギー減衰、多重散乱等の併用により

(0.5% 程度 ) 負ミュオンが中性子と同時に放出され

最大の利用は使用済核燃料棒の透過型ラジオグラフ

部 R は減速中に電離し次の核融合に加わり、それ

ィーで、どの位ウランが残っているか、核燃料棒の

以外がアルファ付着率 w s となり、これがエネルギ

放射線遮蔽状態を崩す事なく検査する事が出来る。

ー生産性の上限をきめる。

様々な物質の Z 分割ラジオグラフィーが可能になる。 るアルファに付着される。付着されたミュオンの一
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連鎖反応速度 l c 次のようになる事が知られてい

る 1/l c = (q1sCd)/ (l dtCt) +1/(l dtµCd) (Cd, Ct; d, t の濃度

期が迫っていて、高効率の放射性テクネチウム 99
核異性体の代替生産方法が模索されている。

放射性テクネチウム 99 核異性体生成に負ミュオ

比、l dt；d か ら t へ の 移 行 反 応 速 度、q1s；dm の 基

底状態の存在比、ldtµ；(dtm) 分子イオン生成速度 )。 ン核変換を用いる場合、次の様な特徴がある [21]。
そ の 時 の 核 融 合 回 数 Y n は、 次 の よ う に 書 け る；
1/ Yn = l 0/l c + w s

現在実測されている最高値として、液体 D-T 中

でミュオン 1 個当たり 130 回の核融合が起こり、エ
ネルギー生産 2.3 GeV に対応する。一方ミュオン

1)

500 MeV/ 300 mA の商用陽子加速器に、大立体

角軸収束ミュオン発生装置を組み合わせる事によ
10
り、天然 Ru から 2.5×10 Bq (0.68 Ci) /12 h のテク

ネチウム 99 異性体が得られる。濃縮

Ru を使う

100

と 8.5×10 Bq (2.3 Ci) /12 h のテクネチウム 99 異性
10

1 個作るのに要するエネルギーは約 5 GeV であり、 体が得られる。
ブレークイーブンに到達していない [1]。

2)

3 mA の専用陽子加速器を使用し、ミュオン発

生装置をさらに強化する事により、濃縮

5. 負ミュオン元素変換と核融合の実現に向けて
5-1

負ミュオン元素変換の利用

Ru から

100

さらに強力なテクネチウム 99 異性体が得られ , 国
内の需要のほぼ全てを満たす事ができる。
5-1-2

放射性原子炉廃棄物の消滅処理の可能性

一般に、ミュオン核吸収による元素変換で新しい

元素変換の利用には様々な可能性が考えられるが、

ここでは緊急性の高い二つの課題に限って記述する。 同位元素を微量に創る事に比べ、大量の放射性廃棄
5-1-1

放射性テクネチウム 99 の生成と利用

99m
放射性テクネチウム 99 核異性体 ( Tc) は、寿命

6 時間で、ベータ線を出さず、142 keV という測定

物を処理する事は極めて難しい。それに見合う大量
の負ミュオンを用意する必要があるからである。以
下には、目指すべきプロセスを述べるにとどめる。
Cs の場合

137

137
長寿命（半減期 20 年） Cs の負ミュオン核吸収

し易いガンマ線を発生する。この特性を生かして、
核医学という医療の一分野を支える重要な放射性元

反応によって実質的に放射性を取り除く事ができ

素となっていて、骨・腎臓・肺・甲状腺・肝臓な

る。加えて、Cs 分子を選択的に包含出来る高分子

ど身体各部に対するシンチグラムに用いられてい
る。医用に用いられている全放射性元素の内 80%
Tc 利 用 で、 国 内 の 使 用 量 は 1000 6day-Ci/ 週

99m

が

(6day-Ci は、分離・精製施設を出荷してから 6 日後
の放射能量を示す ) にも達する。

これまで放射性テクネチウム 99 核異性体は、専

用原子炉に高濃縮ウラン 235( U) を挿入し核分裂
235

反応を起こさせ、その結果生ずる寿命 67 時間のモ

134
が存在するので、 Cs を含めて標的としてミュオ

ン核吸収反応の標的とすることが出来る。
Pu の場合

239

（m-, n）反応によって放射性を除去出来る。この際、

Pu は巨視的に存在するために直ぐ標的とすること

が出来る。標的として放射性元素が存在し、それの
除去を目指す場合、その量に見合ったミュオンの数
を供給する必要がある。1 年照射を続けるとしても、

14
リブデン 99( Mo) を作り、そのベータ崩壊の結果、 1g の Pu を除去するためには毎秒 10 個の負ミュオ
99

放射性テクネチウム -99 核異性体を得ている [20]。 ンの入射が必要となり、巨大加速器が要る。次に述
他に高強度低エネルギー陽子加速器を用いて高濃縮
モリブデン 100 の

100

Mo(p, 2n) 反応によって得る事

べるミュオン核融合からの中性子を利用する事が考
えられる。

が出来るが、現時点では医療に使用されている放射
性テクネチウム 99 核異性体のほぼ全てが、原子炉

5-2

法によっていて、我が国の全ての放射性テクネチウ

実現に向けて

っている。近年になって、これまで放射性テクネチ

オン 1 個当たり 300 回の核融合回数に今一息となっ

ム 99 核異性体は外国の原子炉施設からの輸入に頼
ウム 99 核異性体の親核モリブデン 99 を供給してき
ていた外国の原子炉が老朽化し、運転終了廃止の時

16

ミュオン核融合におけるブレークイーブンの

既に実現していて、ブレークイーブンであるミュ

ているミュオン核融合の進展が強く望まれる。その
観点からの研究の現状と今後の展望を以下に記す。
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5-2-1
1)

(μα)+

ミュオン核融合研究の現状

実験研究で明らかになっている幾つかの点を記す。

60

オルソパラ効果・高エネルギー分子生成

α++

ミュオン核融合の過程で生ずる共鳴的ミュオン分
子生成現象が、理論の予測と定性的に一致して、標
的 D2 分子のオルソパラ状態に依存し [22]、亜熱エ

ネルギーでも起こる事 [23] が明らかになっている。

240

(μCF)
0.2

より詳細な探究が望まれている。
2)

付着ミュオン・アルファ原子の異常離脱

固体 D-T 中でのミュオン核融合で、アルファに付着す

るミュオンが減速中に離脱する現象に温度依存性があ

ることが判っている [24]。より拡張した実験が望まれる。
5-2-2

ブレークイーブン達成への試み (1)

新しい異常性の探索
付着ミュオン・アルファの異常離脱現象など、こ
れまで実験がなされていない温度・圧力環境で有利
な条件が得られる可能性がある。
プラズマ DT 中のミュオン核融合

プラズマ中に高速で打ち込まれた付着ミュオン・
アルファは、高い効率で離脱現象が起こることが理
論的に予測されている [25]。
5-2-3

ブレークイーブン達成への試み (2)
；多重相関ミュオン核融合 [2]

負ミュオンの静止位置で起こる連鎖的核融合の空
間的構造は、2 重水素中の荷電粒子の飛程から考察

図 11：( 上図 )DT ミュオン核融合の空間構造（単位は μm）。
連鎖的核融合が続く限り、0.2 μm の領域で起こり、
その周囲半径 60 μm の領域にアルファが放出される。
アルファ付着現象が起きると、(μα)+ 原子は半径 240 μm

の領域に放出される。（下図）狭い空間領域に負ミュ
オンを止め、高密度にミュオン核融合を起こした場
合の空間構造の想像図。

することが出来て、図 11 の様になる。ここで、必

要となるミュオン・アルファ粒子・(ma)+ イオンの
飛程とエネルギーの関係は文献から得ている [26]。

一回ごとの核融合反応後放出される粒子のエネル
ギーは、次のように評価される。(dtm) 分子イオン中

で、d 核と t 核とが近づき He 核が形成され、負ミ
5

ュオンが He ミュオン原子の束縛エネルギー 10 keV
5

の基底状態で巡回している途中で、融合反応が起こ
り中心の核が消失する。その時、負ミュオンはそ

の 10 keV のエネルギーで放出される。アルファ粒

パルス状ミュオンビームがマイクロビーム化さ

れ、D-T 標的中の数 100 mm の領域に、同時に（ミ

ュオンの寿命 2.2 ms より十分短い時間間隔に）、多
数個存在する様になると、核融合 1 回ごとに 100 個
以上放出されるアルファ粒子は、ミュオンの静止領
域のほぼ全領域に発生される。それぞれのアルファ
粒子の直径 120 mm の球の中では、D-T 系が高温プ

ラズマ状態になる。高温プラズマ状態中の (ma)+ イ

子は核融合反応で決まる 3.5 MeV。(ma)+ イオンは、 オンは、イオンとしての電離的エネルギー損失に比
同じ 3.5 MeV になった時に放出される。従って連鎖

べ、イオンの衝突解離現象（(ma)+ → a++ + m-）が優

的に起こる核融合は図 11 に示すように、直径 0.2 mm

先的に起こる事が知られている [25]。この (ma)+ イ

の領域内で起こる。その領域からアルファ粒子は

オンの高温プラズマ中の解離現象が、全領域で起こ

(ma)+ イオンは直径 480 mm の領域に放出される。

ミュオン核融合連鎖反応が継続・増大される。

直径 120 mm の領域に発生される。僅かに発生する
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100 MW(1 GeV, 100 mA) の重陽子ビームの負ミ
ュオンを使いビーム収束を加えると、高温プラズ
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宇宙線ミュオンは宇宙から直接やってくるわけで
はなく、大気の中で生成される。超新星などの銀河

ミュオンを用いた
地殻内部構造のイメージング

内の高エネルギー現象によって加速される一次宇宙
線は途方も無く長い時間をかけて地球表面に到来す
る。これらの一次宇宙線は地球の大気と反応して、
パイオンやケイオンと呼ばれる中間子を生成する。

教授

田中 宏幸

東京大学地震研究所
Prof. Hiroyuki Tanaka
Earthquake Research Institute,
The University of Tokyo

これらの中間子はあっという間に 2 つの素粒子に崩
壊する。その一つがミュオンであり、もう一つがニ
ュートリノである。こうしてできるミュオンの数は
手のひらくらいの面積に一秒間に 1 個である。

ミュオンは 2.2 μs で崩壊するレプトンの一種であ

るが、質量は 106 MeV で電子の 207 倍もある。物
質との相互作用は電弱相互作用であるが、高質量ゆ
え、電子のように制動輻射の確率が高くないので、
電子と比べて極めて透過率が高い。そのため、鉛直

【 要約 】

方向からの様々な 2 次宇宙線の粒子強度の大気中で

近年、宇宙線ミュオンを利用する巨大物体内部に

の高度分布を調べてみると、地表ではミュオンが最

おける密度コントラストのイメージング技術の方法

も多く観測される荷電粒子であることがわかる。ほ

が確立され、火山などの内部の密度構造（密度の空

とんどの 2 次粒子は高度約 15 km の大気上空でつく

間分布）がこれまでにない空間分解能でマッピング

られるが、電子など他の粒子は地表に到達するまで

された。宇宙線ミュオンを利用するイメージング技

に大気に吸収されてしまうからである。一般的な傾

術は弾性波や電磁波を用いる従来の物理探査手法と

向として、鉛直方向から飛来するミュオンは水平方

比較して、プローブ自体の直進性が良く空間分解能

向から飛来するミュオン比べて、強度は高いが平均

が高い。また、ミュオンの初期フラックスの変調が

エネルギーは低い。これは地球の大気と反応してで

密度長（密度×経路長）という一つの物理パラメー

きた中間子が崩壊する前に別の大気原子核と衝突す

タのみによるため、速度構造や比抵抗構造などの仮

る確率が異なることが原因である。エネルギーが高

定がいらない。本稿では火山体内部のイメージング

いほどミュオンの貫通力が上がるので、火山観測に

例を紹介しながら、高エネルギー素粒子による固体

は水平ミュオンを用いるのが観測方法と共に理にか

地球内部のイメージング技術がどのように「予測」 なっている。
の科学に役立っていくのかを解説する。

ミュオンは物質中の電子や核子と相互作用するの
で、エネルギー損失は直接、物質密度の関数となる。
したがって、密度長（密度×経路長）が与えられる

【 原理 】

と、経路に対して透過できるミュオンの最低エネル

宇宙線ミュオンを利用した火山の内部視覚化法は

永嶺謙忠東京大学名誉教授により 1990 年代はじめ

に提案され、筑波山を対象に世界で初めての観測が

行われた (Nagamine et al., 1995)。X 線を用いる「レ
ントゲン写真」は、X 線を目的の物質に照射し、透

過した X 線をフィルムに焼き付けることによって
可視化し、内部の様子を知る方法であるが、火山体
内部を適度に透過する X 線に相当する粒子が存在

ギーが決まり、その結果として対象を透過できる宇
宙線ミュオンの強度が一意に決まる。逆にミュオン
強度を測れば密度長（密度×経路長）が一意に決ま
るのでミュオンの経路長さえ分かれば、「経路に沿
った平均密度」が得られる。

【 原子核乾板を用いた火山観測 】

すれば、火山体のレントゲン写真を撮ることができ

火山内部にはマグマや火道などの周囲と密度が

る。その粒子として最良の候補であるミュオンが用

異なる部分が存在する。そのため、火山の密度構

いられた。

造（密度の空間分布）を測定することには意味があ
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る。しかし、火山近傍における実験環境は一般的に

明らかである。この問題を解決するため、輸送時に

大変厳しい。たとえば、火山には舗装された道はな

はフィルムを別々に持っていき、観測直前にフィル

く、商用電源が引いてあることも稀である。このよ

ムを重ね合わせ、2 枚を貫通する直線性の良いイベ

うな厳しい環境下での使用にも耐えうるミュオン検

ントだけを観測時に測定したミュオンイベントとし

出器には初期の素粒子物理学の分野で極めて重要な

て勘定することとする。この処理を行うためには、

役割を果たした原子核写真乾板がある。原子核乾板

各々の乾板はなるべく密着していることが望ましい

は放射線による電離作用によって黒く感光する特殊

ため、観測と同時に 2 枚の乾板は真空パックされ、

Francis Hess が積み重ねた写真乾板の上に残った飛

同様、余計なノイズを拾わぬよう、真空を破り、乾

な乳剤を板に塗ったものである。1910 年代に Victor
跡から宇宙線を発見して、1936 年ノーベル物理学

大気圧により均一な圧着を行う（図 1）。観測後も
板をずらして持ち運びすることとする。

賞を受賞したことは有名である。写真乾板にミュオ
ンのトラックを適切に記録することが出来れば、ミ
ュオンの飛来方向と数を数えることが可能となり、
電力消費を全く必要としないポータブル宇宙線ミュ
オンイメージング装置が実現可能となる。
原子核写真乾板は通常の写真フィルムと異なり、
非常に粒径のそろった極めて厚い乳剤層からなる。
原子核写真乾板は被写体に対して一定の暴露時間の
後現像すると、顕微鏡などを使って、ミュオンの飛
来方向と数を数えることができるが、従来途方も無
い時間がかかった写真乾板の飛跡読み出しを短時間
で可能にしたのが名古屋大学で開発された原子核写
真乾板高速自動読み取り機である。この技術のおか
げで、火山観測に必要な大量の飛跡を現実的な時間
で読み取ることが出来るようになった。しかし、原
子核乾板による火山観測を実現させるためにはこれ
以外にも自動的に乾板中に記録されるノイズに対応
する必要があった。
安山岩質溶岩はその中に含まれるカリウムの放射
性壊変によりベータ線を放出することが良く知られ
ている。これらのベータ線は透過力が強く、乾板中
に記録され、ノイズとなる。フィルムを厚い鉄板で
保護すれば、ベータ線起因のノイズを防ぐことがで
きるが、装置全体の重量がかさみ、ポータブル宇宙
線ミュオンイメージング装置としての魅力が薄れ
る。そこで、鉄板の厚さはモンテカルロシミュレー

図 1：（上）観測直前に原子核写真乾板の遮光材内部の真空

ションにより予測されるベータ線の貫通イベント数

を引いてダブレットを作っている様子（名古屋大学と

とスペクトルモデルから予想される透過ミュオンフ
ラックスの両方を考慮して、最適化される。

の共同観測）。（下）真空パックにされた原子核写真乾
板と断熱材のゴム板。

もうひとつのノイズ源は乾板輸送時にかぶる宇宙

線ミュオンである。宇宙線ミュオンは 24 時間絶え

間なく降り注いでいるので、乾板は測定対象に持っ
ていく間にも絶え間なくミュオンの飛跡を記録し続

けることになる。この飛跡も SN 比を損ねることは
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粒子起因のノイズではないが、粒子の誤った飛跡

2.9

認識（ミストラッキング）は最終的に得られる像の
ゆがみをもたらすだけでなく、時として誤イベント
を生成することもある。ミストラッキングをする要

Density (g/cm3)

因の一つに乾板のゆがみが有りうる。乾板がゆがむ
と各々の乾板に記録された粒子飛跡の方角がずれて

しまう。また、それぞれゆがみ方が異なると 2 枚の
乾板間で飛跡をつなぐことが困難となる。2 枚を貫
通する直線性の良いイベントだけを取り出すといっ
た、上述の解析手法では、（特に山間部では激しい）
昼夜の温度伸縮による乾板のゆがみは大きな問題と
なる。トラッキングのミスコネクションを防ぐため、

1.9

断熱材として鉄板とフィルムの間にはゴム板が挿入

0

される（図 1）。

2006 年、原子核写真乾板を用いた観測によって

浅間山浅部構造を透視することに成功した (Tanaka
et al., 2007)。火口底には固結したマグマが周囲より

100

200 (m)

図 2：昭和新山の写真および、密度構造（北海道大学との共
同観測）。

も高密度の領域として見つかった。このマグマは

2004 年の噴火で噴出したものであることが分かっ
ている。さらに、火口底の更に下に低密度の領域と

【 火山のリアルタイムモニタリング装置 】

して空洞が発見された。得られたイメージから浅間

原子核乾板を用いて火山内部の構造を視覚化でき

山の噴火を以下のように解釈出来る。固結した溶岩

ることが分かった。原子核乾板は商用電源が使えず、

によって塞がれていた火口が、マグマから分離した

運搬用道路の確保も難しい限られた環境下で観測を

ガスの圧力によって開かれ、爆発、それに伴い火山

行う際に大変有用な装置である。しかし原子核乾板

灰、火山礫などを大量に噴出する。その後、マグマ

を用いた観測では普段良く目にするフィルムカメラ

が火道をのぼり、火口からマグマが噴出する。一定

と同様、現像作業が必要である。実際の観測では、

期間噴火活動を行った後、噴火後マグマは火道へと

求める画像を得るまで、設置、回収、現像、解析の

吸い込まれ、結果として、火口底直下に空洞が残る。 一連の作業が必須である。逆に商用電源が利用でき、
これが火口底の下に見つかった低密度領域なのであ

運搬用道路が確保できるような場合には、シンチレ

ろうと推察される。

ーション検出器などを用いて、リアルタイム観測を

他のタイプの火山の密度構造を視覚化して浅間山
と比較するために、北海道大学と共同で有珠山の
溶岩ドームとして有名な昭和新山の密度構造を測
定した (Tanaka et al., 2007)。有珠山は札幌から西南

70km に位置しており、20 世紀に 4 回も憤火活動を

行えば、火山内部のマグマの動きなども捉えられる
かもしれない。
だが、どのような場合においても火山の火口近傍
で一般家庭のように電気を際限無く取れる環境は
それほど多くは無いことも事実である。リアルタ

行ってきた活火山である（1910 年、1944 年、1977

イム観測実現のポイントは省電力化、コンパクト

年、2000 年）。1944 年の昭和新山は何も無かったと

化である。低消費電力化、小型化する有効な手段

ころからいきなり形成されたもので、溶岩ドーム形

はミュオンリードアウト回路を一つの集積回路（チ

成メカニズムを理解する上で重要である。ミュオン

ップ）上に実装する事である。集積回路内に大部分

を用いて視覚化された昭和新山の密度構造を図 2 に

の回路を実装すれば、同一チップ内の信号伝達距離

示す。結果は浅間山とは対照的に、マグマの通り道

が短い為に信号伝達に使用する電力を非常に小さ

が空洞ではなく固結したマグマで満たされているこ

くする事ができる。従って、集積回路上に回路を実

とが分かった。これはマグマの粘性の違いによるも

装する事は消費電力を下げる為には効果的である。

のと考えられる。
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しかし、一般に集積回路を開発することは多額の費

点へキャタピラー車や八輪車などの特殊自動車や

用と開発期間が必要である。この問題を解決する一

複数の人力で搬入することが可能となった（図 4）。

技術である。FPGA は書き込みが出来るが、実用上

で、省電力・可搬型宇宙線ミュオンテレスコープモ

開発効率が飛躍的に向上する。FPGA を用いたデー

なれた観測点に設置された（図 5）。観測点は測定

タ収集技術は高エネルギー加速器研究機構との共同

で見たい部分、すなわち火口底の下に相当する領域

研究の中で実現出来、消費電力を削減する事に成功

の厚さができるだけ短くなるように選んだ。ミュオ

つの解が FPGA(field programmable gate array) チップ

2008 年 10 月、浅間山の噴火過程を可視化する目的

何度でも書き込み内容を変更する事ができるため、 ジュールシステムが山頂からおよそ 1.2 km 東には

した (Uchida et al., 2009)。開発された検出器のリー

ドアウト部分の消費電力は約 2.5 W と非常に小さな
値を実現している。

ン透過経路が短くなることは、ミュオンの透過イベ
ント数が増えて統計的に有利になるだけではなく、
見たい部分に対する周囲の厚さの比が大きくなり、
結果として S/N 比が向上する。

図 3：セグメント方式のシンチレーション検出器システム。

また、火山観測用に利用したミュオン検出器はプラ
スチックシンチレーターストリップを組み合わせて
作るセグメント方式の検出器システムである。セグ
メント方式の検出器システムは図 3 に示されている
ようなピクセル構造をもったセグメント検出器 2 台
もしくはそれ以上の台数により構成されている。こ
こでは幅 d 長さ L のシンチレータを x 方向および y
方向に配列すると、空間分解能 d を持った位置敏感
型検出器 (position sensitive detector: PSD) ができあが

る。また、PSD の有効面積は L × L となる。開発し

図 4：浅間山東側観測点へのミュオン検出システムの運搬の
様子。

たセグメント方式の検出器システムは遠隔 PC から

リアルタイムでテータを取得することが可能である。

【 2009 年 2 月の浅間山噴火 】
消費電力を極力抑えた、セグメント方式の検出

器システムを 2008 年浅間山に設置した。検出器を
モジュールとして分割可搬型にすることで、観測
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東側観測点の様子を図 6 に示す。標高 2150 m に

ある東側観測点には深さおよそ 2.5 m の地下室が建
設され、ミュオン検出システムはその地下室に埋設
された。外部には無線 LAN 送信用のアンテナが立

てられ、ふもとの基地局との間でデータが送受信さ
れる。
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相当する場所に点線を加えている。火口底の下に

は 2004 年の噴火で固結したマグマが火口底に溜ま
っていると考えられる領域が見られる（黄色～オレ

ンジ色の領域）。噴火前 1 ヶ月間及び噴火後 1 ヶ月
間の観測で得られたミュオンデータに対して、それ
ぞれの仰角で比較してみると、以下の重要な結果に
たどり着く。噴火直前の 1 ヶ月間と噴火直後の 1 ヶ
月間の比較においては、火口中間～火口底に相当す
る仰角でかつ、火口の北側に相当する位置で水平角
方向からのミュオン強度の増加が統計的に有意に見
られた。その結果、図 7 では火口が大きくなってい
るように見える。

図 5：浅間山の観測ジオメトリーの上面図。斜線は観測範囲
を示す。

図 7： 2009 年 2 月 2 日前後の浅間山頂上付近の密度構造の
比較。左図は 1 月 6 日から 2 月 1 日の観測から得られ
た結果、右図は 2 月 2 日から 3 月 5 日の観測から得ら
れた結果。

これは、2009 年 2 月 2 日の噴火により、2004 年
噴火時に火口底にたまったマグマが吹き飛ばされた
図 6：浅間山東側観測点の様子。

測定期間中、2009 年 2 月 2 日未明に浅間山で噴

結果であることが、噴出物の岩石学的な解析から明
らかになった。また、写真乾板を用いた観測でも明
らかになっている、火口底下の火道に 2009 年の噴

火が起こった。測定装置は噴火前後で安定的に稼動

火によりマグマが充填された証拠は得られなかった

び、噴火後 1 ヶ月間の観測で得られたミュオンデー

ミュオン透過フラックスが減少するはずであるが、

した。噴火直前の 1 ヶ月間とその前の 2 ヶ月間及 （もしそのようなことが起これば、その方向からの
タに対して上記の処理を行い、比較したのが図 7 で
ある (Tanaka et al., 2009)。方位角と仰角の角度空間

そのようなものは観測されなかった）。このような
ミュオン観測結果から 2009 年 2 月 2 日の噴火は火

で表されたミュオン経路に沿った平均密度が火口中

道を実際のマグマが上って噴火につながったもので

心での位置空間に焼きなおされている。図の右側が

はなく、より深い場所で帯水層と厚い岩が接触して

北方向である。ある測定密度長以下については、像

突発的に水蒸気を生成して、その結果圧縮された蒸

を表示していない。そのため、著しくミュオン透過

気が火口底に溜まった古いマグマを吹き飛ばしたも

強度の増加が見られる部分は火口の形とほぼ一致し

の、いわゆる小規模な噴火であることが分かった。

ている。噴火前と噴火後の火口の形の違いがわか
りにくいので、2009 年 2 月の噴火前の火口の形に
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実際、2009 年 2 月 2 日の噴火はマグマを噴出する
ような大規模な噴火にはつながらなかった。
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火山噴火予知には「いつ始まるのか」、「どこで起
きるのか」、
「どの程度の規模の噴火が起こるのか？」

【 浅間山の 3 次元イメージ 】

あるいは「いつまで続くのか」といったいくつかの

1 方向からの測定ではその低密度領域の位置、広

予知が暗に含まれている。この中で「いつ始まるの

がり、密度等を定量的に評価することは困難であ

か」については、火山性地震の測定や地殻変動の

る。例えば図 4 で低密度領域が見えているが、観測

モニタリングによっておおよそわかるようになっ

点から見て奥行き方向の情報がないため、この低密

てきている。しかし、「どこで起きるのか」、「どの

度領域が局在していて奥行き方向には短いのか、分

程度の規模の噴火が起こるのか？」そして「いつ

散していて奥行き方向に長く広がっているのか分か

まで続くのか」については現在でも予知が難しい。 らない。そこで、浅間山火口中心からみて東側と北
2009 年 2 月 2 日の浅間山のミュオグラフィ観測結

側の 2 点の観測点から観測を行うことにより、その

果は「いつまで続くのか」といった噴火推移予測に

低密度領域の位置、広がり、密度等を見積もった。

対する初の実績であるといえる。一方、最近、ある

2 点の独立した観測から得られるミュオン経路に沿

特定の方向、特定の場所のマグマの移動が重要であ

った積分密度をあわせて解析することで、原理的に

ることが明らかになってきている。実際、2004 年

3 次元の密度構造を求めることができる。ミュオン

北部分だけが吹き飛ばされた。このように一般的に

約 1800 m、火口中心からの水平距離約 1700 m）に

の測定により、視覚化することが出来れば、火山噴

約から重機を観測点まで上げることができず、ヘ

火予知のうち「どこで起きるのか」について、より

リコプターによる輸送を行い、観測点の建設を行

の噴火で火口に溜まったマグマは 2009 年の噴火で

回転対象ではない火山の 3 次元構造を複数方向から

明確な答えにつなげることができるだろう。

検出器は 2009 年 10 月 20 日に、北側観測点（標高

設置された（図 5）。浅間山の北側は国立公園の制

った（図 8）。図 5 より、火口を中心とした約 2200 m

～ 2500 m の範囲には両観測点からの情報があり、
密度決定可能であることが分かる。
北側観測点では検出器はソーラーパネルで駆動可

能され（図 9）、得られた観測データは無線 LAN で

送られる。観測システム全体の消費電力は～ 20 W
であるが、ソーラーパネルの最大出力は 800 W と

なっている。これは冬季における日射不足も補える
ようにするためである。腐食性ガスの侵入を防ぐた
めに検出システムは完全に密封され、配線も地下を
通して行われていることも火山観測に独特な実験セ
ットアップである。

図 9： 浅間山北側観測点におけるミュオン検出システム。
検出システムは FRP 製ハウジングで密封されたミュ
オン検出器と 800 W のソーラーパネル及びバッテリー

図 8：観測点建設に必要な物資の運搬の様子。
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2 点トモグラフィーでは通常行われる多点トモグ

このように宇宙線ミュオンによる火山内部の視覚

ラフィーと比べて情報量が格段に少ないので、山体

化は、火山噴火予知の中でも、従来の技術では難し

の外形を既知の情報として与え、そのボリューム

いとされてきた部分に対して情報を与えてくれる。

をいくつものボクセルに分割して密度を決定する

今後、より多くの火山や事例にミュオン測定を適用

(Tanaka et al., 2010)。その結果が図 10 に示されてい
る。この図において注目すべき点は、火口の下の低

することによって詳細なデータベースを構築して、
測定の信頼性を上げていく必要があると思われる。

密度領域（マグマの通り道と考えられる）が火口
中心からやや北側によっているということである。
2004 年の噴火、2009 年の噴火など最近の噴火はその
ほとんどが北側に向けて噴石などを飛ばしている。
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NAA（中性子放射化分析）や PGA（即発ガンマ線
分析）は非破壊分析法として力を発揮している。こ

負ミュオンを用いた
非破壊元素分析

の手法では中性子捕獲断面積の大きさから一部の元
素に対しては高い検出感度を示すが、逆に検出に向
かない元素もある。また、分析対象によってはそれ
が利点であることもあるものの、分析位置の選択性
に乏しい。我々は多元素同時でかつ、あらゆる元素

助教

二宮 和彦

大阪大学大学院理学研究科
Dr. Kazuhiko Ninomiya

に対して感度があり、大きな試料に対して内部も位
置選択的に元素分析する方法として、負ミュオンに
よる元素分析手法の開発を行っている。

Graduate School of Science,

負ミュオンは電子の 200 倍の質量を持ち、同じ

Osaka University

電荷を持っている素粒子である。負ミュオンを物質
中に入射すると、散乱過程により減速され、物質中
にある原子に捕らわれて、電子の代わりに負ミュオ

久保 謙哉

ンがひとつミュオン原子軌道を周回しているミュオ

国際基督教大学理学研究科
Prof. Kenya Kubo

高い励起状態に存在するので、負ミュオンはミュオ

教授
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International Christian University

ン原子が形成される。捕獲された負ミュオンは当初
ン 1s 軌道に向かって次々に脱励起を繰り返し、そ

の過程で特性 X 線（ミュオン特性 X 線）を放出する。
負ミュオンの質量は電子の 200 倍であるので、ミュ

オン特性 X 線のエネルギーは近似的には電子由来
筆者らはこれまで負の電荷をもったミュオンを

用 い て、 ミ ュ オ ン 特 性 X 線 測 定 に よ る 元 素 分 析
手法の開発を行ってきた。この研究は既にシャッ

トダウンした KEK-MSL での実験、dreamX project
(damageless and regioselective elemental analysis with

muonic X-rays) から継続して行っているものである
[1]。ここ数年 J-PARC の大強度の負ミュオンビーム

を用いることで、本分析手法の開発において急速な
研究進展があった。本分析手法の特徴を、最新の成
果とともに本稿で紹介したい。

の特性 X 線のエネルギーの 200 倍であり、非常に
高エネルギーの光子である。
物質に負ミュオンを照射し、ミュオン原子をつ

くり、放出されるミュオン特性 X 線を測定するの

が負ミュオンによる元素分析手法の原理となる。負
ミュオンによる元素分析の試みの歴史は古く、正負
のミュオンが加速器で大量に作られるようになった
1980 年代には、タイルやガラス製品に対して負ミ

ュオンを照射し、ミュオン特性 X 線を測定したと

いういくつかの報告例もある [1-3]。しかしながら、
おそらくはビーム強度や測定上の問題などから、詳

･

負ミュオンによる元素分析の原理
現在、物質の元素を定量分析するに当たって、す

でに多くの手法が開発されている。例えば多元素同
時分析が可能で比較的安価な、しかも高精度の分析
手法として、ICP-MS（誘導結合プラズマ質量分析）
が普及しているが、測定試料を溶液とする、つまり
破壊する必要がある。非破壊分析としては PIXE（粒
子励起 X 線分析）や XPS（X 線光電子分光）が知

られている。しかしこれらの手法は電子由来の低エ
ネルギーの特性 X 線を測定するため、軽元素の定

細な研究開発は行われなかった。
本分析手法の特徴を挙げると以下のようになる。
1．特性 X 線による元素決定

2．感度が元素にほとんど依らない多元素同時分析
3．X 線強度の違いによる定量分析

4．バルクな試料の非破壊内部分析
5．分析位置選択性

本手法は物質中の透過力の強い高エネルギーの

ミュオン特性 X 線を利用すること、また電荷をも
った負ミュオンを用いることで、物質への入射エネ

量が難しく、分析対象が物質の表面に限られている。 ルギーを変化させてミュオンの停止位置（深さ）を
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選択できるところに大きな特徴がある。ミュオン特

性 X 線エネルギーの同位体シフトを用いた同位体

分析や、ミュオン特性 X 線構造の詳細な測定による、
化学状態の決定ができる可能性など、本手法はこの
他にもユニークな特性を持ち合わせている。なおミ

ュオン特性 X 線構造と化学状態関係についての研
究も、我々は並行して進めているので興味のある方
は以前の記事を参照いただきたい [5]。本稿では上

記の 5 つの特徴に焦点を当て、多元素負同時定量分

図 1： 測定で使用した青銅貨幣（左）と青銅鏡（右）。

析として青銅の考古学資料を用いた実験を、位置選
択分析について小判を使った実験を紹介したい。

ミュオンビーム

鉛遮蔽

･

ゲルマニウム
半導体検出器

青銅製品の多元素同時定量分析
我々は本手法の定量分析法としてのフィジビリ

ティチェックのために、まずは青銅の考古学資料に

20 cm

対する元素分析を行った。分析対象としては古代中
国の青銅貨幣（半両：紀元前 3 世紀、秦代）、およ

び青銅鏡（星雲鏡：紀元前 1 世紀、前漢時代）を選

サンプル
図 2：実験セットアップの概要。

択した（図 1）。

青銅貨幣を用いた分析は、J-PARC ミュオン施設

MUSE において 2009A0055 実験として行った [6]。 負ミュオンが停止することに相当する。青銅貨幣に
実験セットアップの概要を図 2 に示している。本実

一次陽子ビームの強度 20 kW の条件で、16 時間負

験では試料を空気中に設置してミュオン照射し、放

ミュオンの照射をして得られたミュオン特性 X 線

検出器で測定した。負ミュオンの入射エネルギーは

様に、Cu, Sn, Pb の金属板への負ミュオン照射実験

気層を考慮すると試料の表面から 260 μm の深さに

料にして得られたミュオン特性 X 線スペクトルの

出されるミュオン特性 X 線をゲルマニウム半導体
30 MeV/c に調整した。これはビームライン窓や空

スペクトルを図 3 に示す。本実験では青銅貨幣と同
も行った。図 3 に示しているように、青銅貨幣を試

OαX-ray

NαX-ray

NαX-ray
MβX-ray

Intensity

10

Pb

MαX-ray
LαX-ray

Sn

LβX-ray

Cu

2

半両

101
10

Pb

0

200

300

Energy (keV)

400

Sn
Cu

500

図 3：青銅貨幣のスペクトルと主なピークの定量。
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ピークは、Cu, Sn, Pb の金属試料に対する負ミュオ
ことができた。このことは本研究で使用した青銅貨
幣が、Cu, Sn, Pb の 3 種の金属の合金であることを

示している。本研究では定量分析を行うために、成
分が既知の青銅についても負ミュオンの照射を行っ

た。Cu と Sn に注目したときの、青銅試料の元素成
分比と得られたミュオン特性 X 線の強度比の関係

X-ray Intensity Ratio
μSnNαX-ray/μCuLαX-ray)

ンの照射を行ったときに得られたピークに帰属する

0.15

Bronze-3
Bronze-2

0.1

Bronze-1
0.05

を図 4 に示す。元素成分比と X 線強度比は直線関係

0
0

があり、標準試料を測定して検量線を作ることによ
って定量分析が可能であるこが示された。また、得

0.05

0.1

Elemental mass ratio (Sn/Cu)

0.15

られた検量線の傾きが 1 に近いということもわかり、 図 4：3 種の標準青銅試料を用いて作成した X 線強度比と
これは X 線の強度比がほとんどそのまま元素の成分

元素成分比の検量線。

比に対応するということとなるので、本手法は元素

ミュオンビーム (22 MeV/c)

によってほとんど感度の変わらない分析法であると
いうこともいえる。青銅貨幣のスペクトルを解析し、
検量線を基に青銅貨幣の元素成分比を求めたところ、
Cu：69.8 ± 2.6 %, Sn：10.0 ± 1.7 %, Pb：20.3 ± 2.2%（以
下すべて重量 % での分析値）が得られた。

次に Pb の含有率が 5% 程度と比較的少ないこと

が知られている青銅鏡に対して同様に元素分析を行
い、本手法の検出限界についてのデータ取得を行っ

た。本実験は理研 RAL ミュオン施設 port-4 において、

ゲルマニウム
検出器

R-1017 実験（J-PARC 課題 2011A0017 の振替）とし
て行った。負ミュオンの入射エネルギーは 22 MeV/c

サンプル

を選択した。これは Cu 金属中で 80 μm の飛程に相
当する。実験の様子を図 5 に、実際に得られたミュ

図 5：RAL 実験の様子。

オン特性 X 線スペクトルを図 6 に示す。青銅貨幣
の実験と同様に、本研究でも試料を空気中に置いて

μCu-Mα

行った。星雲鏡試料から得られたスペクトルのピー

クも、すべて Cu, Sn, Pb 由来であることがわかり、
青銅標準試料の検量線から元素成分を求めたとこ

μCu-Mβ

致を示した。

本実験では青銅鏡 28 時間の負ミュオン照射で、

最も統計の良い Pb 由来の X 線として、OαX 線（負
ミュオンが主量子数 6 から 5 に遷移）が 1940 ± 170

count 得られた。定量可能な検出限界を 3σ の条件と
すると、本手法による今回の実験条件での Pb の検

出限界はおよそ 1 % となる。検出器の遮蔽を設置
することによる S/N の向上や、多数の検出器を準
備し検出効率を上げることにより、本手法の検出限
界は今後改善していくと考えている。

28

Count (/0.25 keV)

ろ、Cu：73.0 ± 2.1 %, Sn：22.3 ± 1.9 %, Pb：4.7 ± 0.5 %
が得られた。これは既に分析されている値と良い一

μCu-Lα

μSn-Nα

μSn-Mα
10

4

μPb-Oα

μCu-Lβ

103
100

200

300

Energy (keV)

400

500

図 6：星雲鏡から得られたスペクトルと主なピークの帰属。
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･

天保小判の深さ選択元素分析

80

Electron 1st pulse
Electron 2nd pulse
Muon 1st pulse

Muon 2nd pulse

負ミュオンにより、位置分解能のある非破壊分

析が可能であることを実証するために、図 7 に示す

60

った。天保小判は全体での Au の含有率が 57% 程
度であることが分かっているが、「色揚げ」と呼ば
れる製造上の技術により、表面付近では金の含有率
が 90% 以上と非常に高い層となっており、表面か

ら数マイクロメートルで、全体の Au の含有率とな

る 57% に低下することが知られている [7]。本実験
では入射する負ミュオンの運動量を変化させて、X
線の強度の違いから深さ方向の Au 含有率変化の測
定を行った。

Count

天保小判（19 世紀）への負ミュオン照射実験を行

40

20

0

2000

3000

Time (ns)

4000

図 8：6.4 MeV/c の負ミュオン取り出したときのビームパルスシグ
ナルとゲルマニウム検出器からのシグナルの TOF スペク
トル。J-PARC ではダブルパルス構造のビームが得られる。
ビームライン中で同じ運動量の電子の方が速いので、TOF
スペクトル上では電子由来のノイズイベントの方が早くに
検出される。負ミュオンと電子由来のイベントの時間差は
950 ns であり、6.4 MeV/c の負ミュオンが輸送された時の
ビームラインの長さから予想される時間差と一致した。

負ミュオンビーム

測定試料

真空チェンバー

ゲルマニウム
検出器

図 7：天保小判と大きさ比較のための 5 円硬貨（左）。

図 9：天保小判を試料とした実験の様子。

小判の元素成分の変化を検出するためには、負ミ

天保小判を試料としたときの実験の様子を図 9 に

ュオンを試料表面数マイクロメートルで停止するよ

示す。本実験では低エネルギーの負ミュオンビーム

うな非常に低エネルギーの負ミュオンを取り出す必

を使うために、試料チェンバーとビームラインを窓

要がある。そこで実験に先立ち J-PARC で 30 MeV/c
以下の低エネルギーの負ミュオンが実際に取り出せ

なしで接続したセットアップで照射を行った。負ミ

ュオンの入射運動量は 6.4~15.2 MeV/c を選択した。

るかのビームコミッショニングを行った。詳細は割

これは負ミュオンの Au 中での飛程として 2~20 μm

で 200 keV）の低エネルギーの負ミュオンが輸送で

ミュオン特性 X 線スペクトルの一例を示す。Ag 由

愛するが、実際に 6.4 MeV/c（運動エネルギー換算
きることを確認し、また輸送の最適条件を調べたの
ちに実験を行った（図 8）。
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に相当する運動量である。図 10 に実験で得られた
来のミュオン特性 MαX 線（305 keV）の強度でス
ペクトルの規格化を行ったところ、ミュオンの入
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196

射運動量の違いによって Au 由来のミュオン特性

Pt*

108

Intensity

NαX 線（400 keV）の強度に明確な違いがみられた。

μAu-Nα

μAg-Mα

103

負ミュオンの入射運動量での Au の中での飛程と、

Pd*

μAg-MαX 線と μAu-NαX 線の X 線強度比の関係を

調べたところ図 11 が得られた。Au の X 線強度は、
負ミュオンの停止位置が浅い場合は高いが、ある深
102

6.4 MeV/c
15.2 MeV/c

300

350

400

450

Energy (keV)
図 10：天保小判で異なる入射運動量で得られたスペクトル。
ミュオン特性 X 線の他にガンマ線も観測されている
（本文参照）。

さまで入れると X 線の強度比がほとんど変わらな
くなることがわかった。このことは、本研究で使用
した天保小判が、表面数マイクロメートルに Au の

含有率の高い層があり、Au の含有率が深さととも
に連続的に減少し、ある一定の深さになると Au と
Ag の比率が一定となる層があるということを示唆

している。またこの実験に先立ち、35 MeV/c の条

件（飛程換算で 300 μm）の条件で実験を行ったと
こ ろ、Au と Ag 由 来 の X 線 の 強 度 比 は 8.0 MeV/c
以上での値と一致した [8]。

定量的な元素分析を行うために、青銅での実験

と同じように Au と Ag からなる成分既知の標準合

X-ray Intensity Ratio
μAuNαX-ray/μAgMαX-ray)

4

金試料（Au 含有率 80%, 60%, 50%）に負ミュオン

照射を行い、検量線を作成した。それぞれの運動量

3

の負ミュオン停止位置での Au の含有率を求めたと

ころ、表 1 に示す結果が得られた。これらの Au の

2

含有率の変化は、すでに別の方法で調べられている、
色揚げされた小判の元素成分の深度分布の結果に整
合した [7]。

1
0

0

10

Muon Range (μm)

20

図 11：ミュオン特性 X 線強度比のミュオン停止位置による
変化。ミュオンの飛程は Au に入射したとして計算し

た。実験では試料をビームに対し 45° 傾けているので、
表面からの停止深さとしては 1/√2 倍となる。

･

ガンマ線測定による元素分析
天保小判による元素分析実験を進めていくうち

に、負ミュオンが原子核に吸収された後に放出され
るガンマ線による元素分析の可能性が最近明らかと
なったので、それについても紹介したい。
負ミュオンは原子に捕獲されミュオン原子を形

成後、ミュオン 1s 軌道へと到達する。その負ミュ
オンは最終的には寿命（2.2 μs）に従い崩壊するか、
表 1：特性 X 線測定による Au 含有率定量値

30

Muon momentum

Muon range

(MeV/c)

in Au (μm)

6.4

原子核への吸収反応を起こす。特に原子番号が大き
くなると（Z > 30）、捕獲された負ミュオンのほと

Au: wt. %

んどは原子核に吸収される。この反応は原子核の電

2.2

74.4 ± 4.8

7.5

3.0

67.0 ± 4.7

子へと変換され、Z-1 原子が形成される [9]。この

8.0

3.6

57.4 ± 8.1

10.2

6.5

55.9 ± 5.1

15.2

20.0

56.3 ± 3.9

子捕獲壊変と同じであり、原子核の陽子が一つ中性
とき負ミュオンの質量分のエネルギーが原子核に与
えられるので、高い励起状態にある原子核が形成さ
れる。励起エネルギーのほとんどは主に中性子とし
て放出されるが（確率は低いが放出されないことも
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Gamma-ray Intensity Ratio
196
Pt*/108Pd*

ある）、一部は原子核へと残り低励起の原子核を形
成し、その脱励起に伴いガンマ線が放出される。原
子番号の大きな元素だと、負ミュオンの原子核への
吸収寿命は 100 ns 以下であり [10]、原子核の励起

準位のほとんどは寿命がとても短いので、ゲルマニ
ウム検出器の時間分解能からすると、ガンマ線放出

はミュオン特性 X 線の放出と同時に起こることに

なる。つまりミュオン特性 X 線測定と同様に、ビ

ームに同期した成分を取り出すことでガンマ線スペ
クトルの取得ができる。ガンマ線の強度は負ミュオ
ンの原子への捕獲数に対応するので、同様にその強

8
6
4
2
0
0

10

Muon Range (μm)

20

図 12：ガンマ線強度比のミュオン停止位置による変化。

度を調べることで定量的な元素分析ができると期待
される。この手法のコンセプトは入射粒子と反応こ
そ異なるが、PGA と同じである。

実際に天保小判を試料とした場合、図 10 に示し

たように負ミュオンが Ag に捕獲されることで生成
する Pd 同位体、Au に捕獲されることで生成する

Pt の同位体の励起核からのガンマ線が観測されて
いる。このうち

108

Pd* の 434 keV のガンマ線、 Pt*
196

･

負ミュオンによる分析手法の展開
以上のように、負ミュオンによる元素分析法は非

破壊で物質内部を、位置選択的に定量できる手法で
あることが確認できた。現状我々が測定に用いてい
る検出器の数は限られており、試料から出る X 線

の 356 keV に注目して、これまでと同じようにガン

検出の立体効率は 1% にも満たない。多数のゲルマ

マ線の強度比と負ミュオン入射運動量の関係を調べ

ニウム検出器を設置した、例えばゲルマニウムボー

ると、図 12 が得られた。標準合金試料からミュオ
ン特性 X 線による分析と同様に、ガンマ線強度で

ルなどの測定システムを整備することができれば、
測定効率や検出限界が 1 桁以上向上することが期待

検量線を作ることで、表 2 に示す分析値が得られた。 でき、本手法による分析にブレイクスルーをもたら
108
本手法での分析値は、 Pd* のガンマ線強度が低い

ために、誤差が大きなものとなっているがミュオン
特性 X 線からの結果を再現した。

ガンマ線測定による分析は、ミュオン特性 X 線

による分析と同時に行うことができる。そして X

すと考えている。
負ミュオンによる元素分析手法は青銅製品の分
析実験のように試料を空気中において実験すること
ができる。つまり試料を真空中におく必要がないの
で、その大きさや、形状の制限をほとんど受けない。

線による分析との違いとして、ガンマ線の放出には

またコリメーターによる照射位置の選択と、運動量

元素（原子核）による感度の違いがあることが挙げ

調整による負ミュオン停止深さを変えることによっ

られる。生成した励起核のガンマ線強度を比較する

て、三次元の非破壊元素分析が可能である。負ミュ

ことで、試料の同位体比についての知見が X 線分

オンの元素への捕獲確率があらゆる元素でほとんど

析によるものより高精度で得られる可能性があり、 同じであるということから、物質中の微量な元素の
分析には向かないと考えられるが、逆に一定以上の

今後の展開が期待できる。
表 2：ガンマ線測定による Au 含有率定量値

Muon momentum

Muon range

(MeV/c)

in Au (μm)

6.4

組成の物は間違いなく検出することができるという
のも特徴である。負ミュオンによる元素分析は位置

Au: wt. %

の選択性があるので、容器の外から試料の位置に選択

2.2

76.5 ± 6.5

7.5

3.0

68.0± 6.1

能である。たとえば生体等の分解できないもの、もし

8.0

3.6

60 ± 14

10.2

6.5

68 ± 12

15.2

20.0

68.4± 8.6
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的に負ミュオンを停止させて分析するということも可
くは分解しては意味の無くなるものや、空気等による
何らかの変性を受けてしまうものや、小惑星からのリ
ターンサンプルなどを地上で一度も開封することなく
分析するとことも可能であると期待される。
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今後はビームのコリメートにより平面方向の位
置選択性がどの程度出るのかといった測定手法とし
ての開発に加え、短時間で精度の良いデータを出す
ための測定環境の整備を進めていきたいと考えてい
る。

･

おわりに
本 稿 で 紹 介 し た 研 究 内 容 は J-PARC ミ ュ オ ン

施 設 に お い て 実 験 課 題 2009A0055, 2010A0056,
2010B0031, 2011A0017（ 理 研 RAL 課 題 R-1017） お

よび 2011B0035 実験として、長友傑博士、河村成肇
博士、ストラッサー・パトリック博士、下村浩一郎
博士、三宅康博博士（高エネ研）、髭本亘博士、
春 日 井 好 巳 博 士、 坂 元 眞 一 博 士（ 原 子 力 機 構 ）、
小林義男博士（電通大）、石田勝彦博士（理研）、
鈴木栄男博士（芝浦工大）、篠原厚博士（阪大）と
の共同研究グループによって行われたものである。
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アルミ合金の原子空孔研究は、間接的には電気抵
抗や熱分析によって行われています。微視的には陽

ミュオンの産業応用・
社会貢献

電子消滅によって行われています。新しいアプロー
チは無いかと思案しているときに、たまたま集中講
義にいらしていた松崎禎市郎様と新潟で会いご相談
いたしました。そしてこの研究は松崎様の多大なる

教授

西村 克彦

富山大学  工学部
材料機能工学科物性制御工学
Prof. Katsuhiko Nishimura

ご支援によりスタートいたしました。

2. 実用アルミ合金の現状
自動車産業においてエネルギー効率を向上させ、

Graduate School of Science and Engineering

かつ CO2 等の排気ガスを低減させるためにアルミ

for Research, University of Toyama

ニウム合金等の軽量素材を利用して車体の軽量化を
図る動きがあります。特に 6000 系 Al-Mg-Si 合金は

加工性と比強度が優れており有力な候補です。電子

1. 研究発足の経緯
ことの発端は 2009 年 10 月 2 日に西麻布にあるノ

ルウェー大使館で Al-Mg-Si 合金の二国間共同研究

顕微鏡やアトムプローブ等の最新の分析機器を利用
した微視的組織研究が産学官で活発に行われていま
す [1]。とくに昨今の厳しい材料特性をクリアして

に関する調印が行われたことにあります。調印式に

優れた機械的性質を持つ材料の開発には、図 1 に示

はノルェーと日本の軽金属関係者が産学官から集ま

したようなナノレベルでの材料組織の解析とそれに

りました。ノルウェー科学技術大学（NTNU）、富

基づく材料組織の制御が必要となります。6000 系

山大学、東京工業大学が中心となって研究を進め

アルミ合金の機械的硬さは、人工時効温度と時間と

ることになりました。主たる研究目的は、Al-Mg-Si
合金の機械的特性に及ぼす原子空孔の影響です。当
時私は、アルミ合金の研究を行っておりませんでし
たが、富山大学の材料機能工学科に所属していると

添加元素の濃度に依存します。Al-1.6%Mg2Si 合金

は、200℃ で熱処理すると 3 時間ほどで硬さが最高
になります（図 2）[2]。この合金の機械的・物理的

性質は原子空孔 (V) と溶質原子で構成される Mg-Si-

いう理由だけで参加していました。まさかミュオン

V クラスターに支配されると考えられていますが、

実験を始めるとは思ってもおりませんでした。

それらを定量的に解析する有効な手法はみあたりま

meter
meter

millimeter
millimeter

micrometer
micrometer

nanometer
nanometer

図 1：実用アルミ合金の使用例とその合金の析出組織の電子顕微鏡写真。
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せん。そこでこの研究では、ミュオンスピン緩和法

従来の電気抵抗率や熱分析では、原子空孔の挙動

を応用することにより、6000 系アルミ合金中の原

に対して間接的・平均的情報しか提供しません。構

子空孔および Mg-Si-V クラスターの密度とその挙
動を解明することを目的としました。将来は、この
手法が工業的に利用可能な実体サンプルで Mg-Si-V

造を解明すべく行われる電子顕微鏡等による組織の
微視的研究も極微細な組織は電子ビームに対して不
安定であり、時効過程が進み準安定な析出物が形成
された状態で行われており、容体化処理後の低温か

考えています。

ら室温にかけての挙動は不明のままです。

aged at 473 K

100
Al−1.6%Mg2Si

80
60

Al−0.6%Mg2Si
as
Q.

10

0

10

1

Aging time, t / ks

80
60
40

14

Al−1.0%Mg2Si

40
20

100

10

2

図 2： Mg2Si 濃度の異なる Al-Mg-Si 合金を 473 K で時効した

p 77K / nΩm

Micro Vickers hardness / HV

120

Micro Vickes Hardness / HV

クラスター分布の定量化装置に応用できたらいいと

12
10

Al−1.6mass%Mg2Si
aged at 295 K

8
6

as Q.

101

ときの硬さ変化曲線。

102

103

104

Aging time, t / ks
図 3： Al-1.6%Mg2Si 合金を室温で時効した時の硬さ変化曲線
（上）と電気比抵抗変化曲線（下）。

3. 研究の背景
6000 系アルミ合金の有用性は、Mg と Si の微量
添加により機械的特性が大きく向上することです。
この特徴が育成されるプロセスを解明するには、時
効過程（室温を含む熱処理効果）を解明する必要が

4. これまでのアルミ合金のミュオン研究
ミュオンを利用した材料研究は 1980 年代に集中

あります。6000 系アルミ合金の時効過程研究の困

的に行われました [4-6]。特に高純度のアルミニウ

難さは、溶体化処理直後（575℃ で熱処理後に氷水

ムやその合金を用いた実験研究では、ミュオンが原

に急冷）から室温において自然時効が進行すること

子空孔に捕獲される過程のスピン緩和スペクトルや

保ち、小さなクラスターを高密度に形成すると、機

究は、固体中のミュオンの拡散過程に研究目的が集

です（図 3）。溶体化処理後に原子空孔密度を高く

械的強度が上がるという報告があります [3]。原子

その解析手法が報告されています [6]。これらの研

中しており、実用材料の原子空孔の研究まで発展し

空孔の挙動とクラスター形成過程の解明がキーポ

ませんでした。理由はわかりませんが 1990 年代後

イントです。いくつか仮説があります。(1) 原子空

半から、ミュオンを使ったアルミ合金の研究はほと

孔の数が Mg-Si-V，Mg-V，Si-V クラスターの数を
支配する。(2) Mg-Si-V の結合エネルギーは、Mg-V

んど無くなります。

や Si-V の結合エネルギーより高い。(3) 原子空孔が
Mg と Si の拡散とクラスター形成を促進する。
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5. RIKEN-RAL ミュオンスピン緩和実験
Si 合金の添加元素濃度および熱処理温度を変えた

試料で、ミュオンスピン緩和測定を行いました。結
果、温度 20 ～ 300 K（室温以下）のスピン緩和率

Al−1.6%Mg2Si
as quenched 40 K

20

Asym (%)

2011 年度に採択された研究課題により、Al-Mg-

10

およびホッピング率は、熱処理や添加元素濃度に依
存することが分かりました。また、モンテカルロ・

0
0

シミュレーションで、スピン緩和およびホッピング
率を解析できました [7,8]。

これまでに公表したデータについて報告いたしし

ます。表 1 は公表データに利用した試料のリストで、

10

t (μs)

図 4(1)：温度 40 K で観測したスピン緩和スペクトル
（表 1 の最上段にある急冷試料のデータ）。

純粋なアルミを含めて 4 種類あります。実験試料は、

30

富山大学工学部の松田健二教授の研究室が全て作製

Al−1.6%Mg2Si
as quenched 300 K

しました。全試料は、最初に容体化熱処理をしてい
後に氷水で急冷）、（163days@RT は、室温で 163 日
間放置）などを表します。

〃
〃
〃
〃
〃

0.67% Mg, 0.33% Si
〃

0.67% Mg, 0.77% Si
〃
〃

0.01% Trace elements

Heat treatment
≈ 15 min @ RT
15 days @ RT
163 days @ RT
1000 min @ 70℃
1000 min @ 100℃
1000 min @ 200℃
≈ 77 min @ RT
1000 min @ 70℃
≈ 15 min @ RT
163 day @ RT
1000 min @ 70℃
66 days @ RT

10

Short name

0
0

1.6−AQ

1.6−15d
1.6−163d
1.6−70C
1.6−100C

10

t (μs)

20

図 4(2)：温度 300 K で観測したスピン緩和スペクトル
（表 1 の最上段にある急冷試料のデータ）。

1.6−200C
1.0−AQ

30

1.0−70C
1.4B−AQ
1.4B−163d
1.4B−70C
pure

表 1：実験試料の溶質元素濃度と熱処理方法。

20

Asym (%)

Composition
1.07% Mg, 0.53% Si

20

Asym (%)

ます。熱処理表記は、（~15min@RT は、容体化処理

20

10

0
0

図 4 (1)~(3) は、試料 Al-1.6%Mg2Si の典型的なス
ピン緩和スペクトルを示しています。解析は久保－

鳥谷部関数で行いました。(1) は温度 40 K のスペク

トルです。容体化処理から約 40 分間経過していま

す。ミュオンが捕獲されてスピン緩和していること

Al−1.6%Mg2Si
n.a. 15d 300 K

10

t (μs)

20

図 4(3)：温度 300 K で観測したスピン緩和スペクトル
（表 1 の上から 2 段目にある 15 日間自然時効した
		

試料のデータ）。

が分かります。(2) は、(1) の状態から温度を上げな
がら測定を継続し、約 12 時間が経過して 300 K で

図 5 は、試料 Al-1.6%Mg2Si のスピン緩和率の温度

測定したスペクトルです。(3) は、同じ試料を 15 日

変化を示しています。また、純粋なアルミのデータ

です。この合金が自然時効することがミュオンスピ

グ率の温度変化です。この緩和率とホッピング率の温

ン緩和スペクトルから明確にわかります。

度変化から、4 つの温度領域があることが分かります。

間室温に放置してから 300 K で測定したスペクトル
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pureAL
1.6-15d
1.6-163d
1.6-70C
1.6-100C
1.6-200C

Δ, σ (μs-1)

0.3

0.2

0.1

0

0.40

0.35
Dipolar width Δ (μs-1)

0.4

I
IV

0.30

0.25

III

II

0.20

0

100

T (K)

200

300

図 5：Al-1.6%Mg2Si 合金を室温で時効した時の硬さ変化曲線
（上）と電気比抵抗変化曲線（下）。

0.15

0

50

100

150
200
Temperature (K)

250

300

図 7：Al-1.6%Mg2Si 合金を室温で時効した時の硬さ変化曲線
（上）と電気比抵抗変化曲線（下）。

1.6-15d
1.6-163d
1.6-70C
1.6-100C
1.6-200C

0.23
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0.1

0

μSR

0.15

PAS

0.22

0

100

T (K)

200

300

図 6：Al-1.6%Mg2Si 合金を室温で時効した時の硬さ変化曲線
（上）と電気比抵抗変化曲線（下）。

0.1
5

10

t (min)

50

depolarization rate (μs-1)

ν (μs-1)

0.3

positron life time (ns)

0.4

100

図 8：Al-1.6%Mg2Si 合金を室温で時効した時の硬さ変化曲線
（上）と電気比抵抗変化曲線（下）。

(1) 低温 20~40 K 付近では、溶質原子の Mg と Si
が作る浅いポテンシャルにミュオンが捕獲されてい

ると考えられます。(2) 温度 50 K 近傍からミュオン

同一の溶解塊から切り出した Al-1.6%Mg2Si 試料

は、この浅いポテンシャルから抜け出し、拡散と再

で、ミュオンスピン緩和率と陽電子消滅寿命の測

スターに関連していると思われる）低濃度で深いポ

命（PAS）は原子空孔密度変化に感度良く反応し、

(4) 温度 250 K 付近からミュオンは再び拡散し始め

大きく減少することを示しました。30 分以降では

捕獲繰り返します。(3) 温度 150 K 近傍から（クラ

定を行いました [7]。図 8 のように、陽電子消滅寿

テンシャルにミュオンが捕獲されると思われます。 溶体化処理直後から 30 分くらいで原子空孔密度が
ますが、熱処理方法に依存してホッピング率が異な

Mg-Si-V クラスターを形成していると思われます

ります。Mg-Si-V クラスターに関連していると予想

が、陽電子寿命はほぼ一定になりその挙動は不明瞭

しますが、まだ定量的な解析ができていません。ス

です。一方、ミュオンスピン緩和率は、このときの

ピン緩和の温度変化は、Nb の実験結果によく似て

実験条件の制約（外部の電気炉で溶体化処理後に試

ンの結果です。パラメータは、双極子場の幅（デル

データを収集出来ませんでした。しかし、その後ク

タ）、捕獲率、再拡散率、初期偏極度です。計算結

ラスター形成と思われる時間帯でも、緩和率が時間

います [9]。図 7 は、モンテカルロ・シミュレーショ

果は、実験結果をよく再現しています [8]。

36

料を手作業でセットした）から、初めの 30 分間の

依存性を示しています。
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この結果からミュオンと陽電子は異なる情報を提
供することがわかります。ミュオンは、陽電子より
約 4 桁程度長い寿命を持つため、捕獲と拡散を繰り
返し、より多くの情報を与えると考えます。また、
アルミの容体化処理直後のデータが重要であること
が分かります。次の研究計画では、溶体化処理をし
ながらミュオンスピン緩和測定ができるような試料
ホルダーを作製したいと考えております。
繰り返しになりますが、この研究を発足できたの
は松崎様を初めとする理化学研究所 -RAL 関係者
の多大なるご支援によります。本研究には、NTNU

の博士課程学生 Sigurd Wenner 氏（指導教員、Randi
Holmestad 物理学科教授）が博士論文研究のため参

加しております。写真は、2011 年 12 月に実験をし
た際に撮影したものです。
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devices have achieved 7% PCE [4], however, for practi-

µSR Study
of charge carrier dynamics
in active layer solar cell

cal application, 10% or higher PCE is required. One of
the main strategic issues for improving the PCE is to

understand the intrinsic charge carrier transport in active
layer of solar cells.

Recently, the so-called hybrid solar cell, a mixture
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of semiconducting polymers and metal oxide nanopar-

ticles has been intensively developed for improving
PCE of solar cells due to the advantage combination of

solution processable organic material and large carrier

mobility inorganic material nanoparticles (NPs). Various

inorganic NPs such as CdSe [5], TiO2 [6] and ZnO [7, 8],
have been successfully applied as acceptor materials in
solution processed BHJ solar cells.

Zinc oxide nanoparticle (ZnO-NP) has been inten-

sively used as acceptor material in hybrid solar cells due

to several advantages. ZnO has high light absorption
coefficient, it has high electron mobility, its bandgap

energy can be controlled by its size and shape, it can be
synthesized using low temperature sol-gel method and

its energy level is suitable for charge transfer (electron)
from P3HT to ZnO in the blend P3HT:ZnO films without

1. Introduction

thermal energy.

Several groups have studied hybrid solar cells based

Ever-increasing world energy demand, depleting

on P3HT:ZnO as active material [7-10], although the

change due to greenhouse gases has aroused much inter-

reported 2% PCE hybrid solar cells using control mor-

non-renewable energy resources and disruptive climate

est in alternative renewable energy sources. Solar energy
is one of the best available alternatives, for it is both

abundant and clean. Solar cell is an effective device for
converting solar energy into electricity. The high cost
of pure inorganic solar cells in spite of their high power

conversion efficiency (PCE) has been a major roadblock
in their widespread acceptance. The only way to reduce
the cost of production and installation is to find other

materials which offer low-cost and easy processing into

PCE is still below 2%. Recently, Oosterhout et al. [11,12]

phology of blend P3HT:ZnO films. The main problem
of this low PCE is caused by the difficulty of morphology control of hybrid layer and the understanding of

charge carrier motion or transport both in P3HT or in
ZnO, which is still not fully understand yet. Therefore,
an intensive study on charge carrier transport in blend

P3HT:NP ZnO in highly needed for improving PCE of
hybrid solar cells.

solar cells.

Conjugated polymers such as poly(3-alkyl-thio-

phene) or P3AT [1] and its derivatives [2] which exhibit
semiconducting properties are a potential alternative

materials for active layers of solar cells because of their
low-cost processing cost, ease of processing, roll-to-roll
processability for large area devices and mechanically

flexibility [3]. Today, state of-the-art organic solar cell
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Our study on solar cell has been started from 2007.

We are concentrating to optimize active layer polymer

solar cell. On 2021 we propose to fabricate large area
flexible solar cell. To achieve that propose, we set several

contributions of intra-chain hopping and inter-chain coupling to the charge-transport process in these polymers.
The asymmetry parameter A(t) at a time t is defined as
A(t) = [F(t) - a B(t)] / [F(t) + a B(t)],

research steps starting from basic research to real product

where F(t) and B(t) are total muon events counted by

depends on charge carrier motion within active layer.

the calibration factor reflecting the relative counting ef-

of next solar power generation. PCE of solar cell strongly

Therefore comprehensive study of charge carrier dynamics is highly required. The muon-spin-relaxation (mSR)

method is a powerful technique to study the microscopic

properties of the mechanism of charge transport in conducting polymers. The technique has many advantages

over macroscopic electronic transport measurements

the forward and backward counters, respectively, and is

ficiencies between the forward and backward counters.

In order to obtain the detailed information of polaron
(charge carrier) diffusion on the polymers chain, all the

time spectra were analyzed using the following two component function:		

A(t ) = A1 exp(λ1t ) + A2 exp(λ2t )

(1)

such as conductivity study which tend to be strongly de-

where A1 and A2 are the initial asymmetries and l1 and

mSR can be both generated an excitation by chemical

with the fast and slow components, respectively.

pend on the degree of order in the sample morphology.

reaction with the system and also act as a sensitive probe

l2 are corresponding the depolarization rates associated
According to Butler et al. [17], the LF dependence

of charge transport which much better placed at the local

of the dynamical depolarization rate reflects the dimen-

carrier mobility along and perpendicular to the chain.

the depolarization rate is proportional to H-0.5 for 1-dimen-

level on the intrinsic transport processes governing the

2. µSR study on active layer solar cell

sionality of the diffusion of the spin-excited state. That is,
sional (1D) intra-chain diffusion and C-H0.5 for 3-dimensional (3D) inter-chain diffusion, as depicted in Figure 1.

Figure 2 shows the longitudinal field dependence l1

Our study on the charge carrier motion in conjugated

and l2 in RR-P3HT and Rdm-P3HT at different tempera-

alkylthiophene) (P3AT) such as poly(3-butylthiophene)

perature of 10 K and 25 K, the relaxation rate displays

polymer has been started in the PT derivative of poly(3-

(P3BT), poly(3-hexylthiophene) (P3HT) and poly(3octylthiophene) (P3OT). The P3AT has been attracted

intensive study because of the effective modification of
its properties by variations of the alkyl side-chain length.

The transport measurements of P3AT have also revealed

strong dependence of the conductivity on their molecular

structures, such as its regio-regularity (regio-regular (RR)

tures [8-10]. For RR-P3HT [Figure 2(a)], at the low tem-

H-0.5 field dependence characteristic of 1D intra-chain
diffusion, implying that at low temperatures the charge

transport is dominated by mobility along (intra) the polymer chain. Upon increasing the temperature to 300 K,

the charge carrier mobility deviates drastically from 1D

intra-chain diffusion and changes completely to 3D inter-

or regio-random (Rdm)). The electrical conductivity of

P3AT is resulted from the delocalization of electrons in

the polymer backbone via doping to the conjugated p-or-

bital. These properties are related with the charge carrier
transport and its mobility along (intra) and perpendicular
(inter) to the polymer chain.

In our mSR studies [13-16], we have carried out ZF-

and LF- mSR measurements in P3AT sample with RR
structure by zero-field (ZF) and longitudinal-field (LF)
mSR. The diffusion dynamics were studied by the LF-

mSR method for the purpose of determining the relative
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Figure 1: The direction of charge motion intra-chain (blue

arrow) and inter-chain (red arrow) in the regiorandom
Polythiophene.
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chain diffusion as characterized by its field-dependent

ity at around 25 K to 50 K, it is found that inter-chain

curve at low field regions up to 20 mT. The initial sign of

perature for RR-P3BT system. This difference is may be

variation which is relaxation rate well fitted by C-H

0.5

change was actually observed around the low temperature of 25 K. A similar behavior was also observed in the

LF dependent variation of l2. However the values of l2
are two order magnitudes smaller than that of l1, imply-

diffusion transport requires the assistance of higher temdue to the high concentration of P3BT rods, which makes

a strong vertical phase separation, implying the needed of
higher thermal energy to support inter-chain hopping [16].

From these studies, we found that the charge carrier

ing that the contribution of the second component to the

mobility changes from 1D model (the charge transport

ponent. The present results have thus revealed the dimen-

chain) to 3D one (the charge transport is dominated by

muon spins relaxation is much smaller than the first com-

sional crossover of charge transport in RR-P3HT at 25 K.
In the case of Rdm-P3HT, cross-over of charge transport
from 1D to 3D occurs at higher temperature than that of

−1

λ1(μsec )

RR-P3HT [Figure 2(b)].
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is dominated by mobility along (intra) to the polymer

mobility perpendicular (inter) to the polymer chain)
which is strongly depending on their molecular structure

and temperature dependence. We also studied the microscopic intrinsic charge carrier motion in active material

of P3HT:ZnO blend of hybrid solar cells along and per-

(a)

300 K

(b)

300 K

pendicular to the chain by means of longitudinal field (LF)
μSR method.

Figure 3 shows the longitudinal field dependence of

l1 in P3HT:ZnO. We found the charge carrier mobility
100 K

100 K

changes from intrachain to interchain diffusion. One-dimensional intrachain diffusion is observed in the samples

at low temperature below 10 K, while three-dimensional
75 K

50 K

interchain is observed at high temperature above 25
K. Comparing with mSR data of P3HT that shows dimensional crossover at 25 K [14], it is apparent that the

25 K

50 K

dimensional crossover from one-dimensional to three-dimensional in P3HT:ZnO observed at lower temperature.

ZnO nanoparticles facilite electron transfer from P3HT
10 K

10 K

in the blend more easier than that in P3HT only.

The study of the microscopic intrinsic charge transport in
active layer polymer solar cell along the chain and per-

10
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10
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Figure 2: The longitudinal-field dependence of λ1 and λ2 in RRP3HT (a), and Rdm-P3HT (b) at various temperatures

pendicular to the chain has been successfully elucidated

by mSR method. This study can be used as fundamental
knowledge for improving the PCE of the next solar power generation.

regular poly(3-butyl-thiophene) or RR-P3HT [14]. While
the diffusion coefficients are not available in present

analysis, the results revealed dominance shifted between
the intra and inter-chain charge transport, which depends
on the temperature. Comparison between RR-P3BT and

RR-P3HT that shows similar change in the carrier mobil-
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Our recent similar study was conducted on regio-
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Figure 3: The longitudinal-field dependence of λ1 of P3HT:ZnO.
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まず他の施設の状況を見てみよう。PSI や ISIS は
比較的多くのミュオン・チャンネルを有するが、産

ミュオンの産業応用・
社会貢献

業界ユーザーには出会わない。TRIUMF でも、産

業界ユーザーは（筆者らを除くと）過去に 1 社のみ

である。ここで PSI や TRIUMF では物性実験のみ
ならず素粒子実験も行われているので、産業界には

若干敷居が高い。しかし ISIS はほぼ物性実験に特

杉山

純

化した中性子とミュオン施設であり、さらに英国の
産業界ユーザーには特別枠のビームタイムまで提供

（株）豊田中央研究所

している [2]。そこまで優遇しても産業界ユーザー

Dr. Jun Sugiyama

が増えないことは、各ミュオン施設の目論見と産業

Toyota Central R&D Labs.

界の要望にギャップがあることを示唆しているよう
に思う。

ミュオンを用いた研究報告から産業応用につなが
りそうなものを考えると、

PSI や ISIS の放射光や中性子、あるいは SPring-8

や J-PARC の放射光や中性子は多くの産業界ユーザ
ーを抱えている。この相違を説明するのに、ミュオ

1)
2)
3)

ミュオン触媒核融合によるエネルギー創生

ン測定の弱みを再認識し、可能であればそれらを強

ミュオンラジオグラフィーによる構造診断

みに変えることが必要であろう。たとえば；

負ミュオンによる組成分析

4)

mSR による材料解析

等が頭に浮かぶ。筆者は主に 4) を利用しているの

1. ミュオンは曖昧？
X 線散乱や中性子散乱と比べると、ミュオンのも

で、以下は mSR を念頭に述べる。mSR に限定しても、 たらす情報は「曖昧」であるように見える。格子内
多くの素晴らしい成果が、論文や書籍として出版さ

でのミュオン位置が不明であり、ミュオンには元素

れている。しかしこれらが産業界に広く認知されて

選択性も無いので、観測した内部磁場から、磁気構

いるかどうかは、すこぶる怪しい。この原因を議論

造や秩序化したモーメントの大きさを推定する際の

すると、大概「卵が先か？鶏が先か？」に話が落ち込

自由度が多過ぎる。ミュオン自身の電荷が周辺環境

んで行く。つまり、使えるミュオン施設やチャンネル

へ及ぼす影響についても諸説ある。測定対象となる

が少ないから、ユーザーが増えない。すると研究者や

核の位置が明確な核磁気共鳴やメスバウアーと比べ

研究例が画一化して、種々の意味で広がりや変革が無

ても、mSR の結果には「曖昧さ」がつきまとうよ

くなり、結果として産業界の興味を引くに至らない。

うに思われている。

実際、国内で利用できるミュオン・チャンネル

最近、理研や J-PARC で、電子状態計算を駆使し

理研 RAL もその運営と存続に多大な努力を払って

定しようという動きがある。mSR データの解析と

KEK 時代も含めていまだに 1 チャンネルである。 て、測定試料内のミュオン位置を厳密かつ簡便に決
は、
いるが、これを含めても同時に使えるのは精々 2 チ

平行して、電子状態計算によりミュオン位置を厳密

ャンネル。したがってミュオン・チャンネルを増や

に決められると、上記の「曖昧さ」のかなりの部分

すのが最優先で、産業応用は後から付いてくるとの

を解消できるだろう。その意味で、このような動き

認識「If you build it, he will come.」[1] が一般的だっ

たように思う。幸いにも 2013 年 1 月現在、関係さ

を積極的に支援すべきだと思う。

れる方々の多大なご尽力により、最優先の課題「field

特に結晶格子内に複数のミュオン位置がある場合

整備」は、J-PARC にて少しずつ解決されそうな状

には、異なった位置から、つまり複数の視点で、内部

況である。では本当に彼は来るのだろうか？

磁場を視ることになる。これは磁気構造を推定する場
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合に役立つ。実際に、粉末試料の中性子回折では、可
能な磁気構造を絞り込むことはできても、決定できな
い場合がある。しかし mSR で視る複数の内部磁場を
満たすような磁気構造が、実現している磁気構造であ
る [3-9]。このような利点も発信すべきであろう。

4. 彼はいない？
放射光や中性子を使える大型施設のユーザーは、
潜在的にはミュオンのユーザーと考えられる。特に
企業の分析解析部門では、手法にこだわらずに、結
果を出すことを求められる。従って、真に mSR が
有用であれば、大型施設の利用経験のある人間は、

2.  不規則系は嫌い？

ミュオンを使いに来る。しかし彼は、産業界で生き

並進対称性を有する結晶格子内でさえミュオン位

延びるために mSR のみに特化できない。いわば浮

置が不明瞭なのに、非晶質である高分子や水が共

気性で、field に興味を持つかもしれないが、状況

存する生体物質のような試料内で、ミュオンはど

次第で隣の gym や pool に行ってしまう。

こにいるのだろう？このような素朴な疑問が原因
で、多くの物質の mSR 測定が断念されているよう

そのような産業界ユーザー向けに、ミュオンを放

に思う。しかしこのような自己規制が、研究対象と

射光や中性子と組み合わせる「量子ビーム統合解析」

なりえる分野を狭めているきらいがある。テフロ

を提唱したい。つまりユーザー候補を、浅く広くス

ンやナフィオンのような CF 系の高分子では、ミュ
オンは F-m-F や F-m 結合を形成することが知られて
いる [10, 11]。水和水を含む物質中で、オキソニウ

ム（H3O ）類似の H2mO の形成も報告されている
+

+

[12]。不規則系の試料でも、ある程度ミュオン位置

ポーツクラブに囲い込んで、各競技場の利用を促す
のである。
実際筆者らも、軽元素の位置や占有率を中性子で
決め、軽元素の運動を mSR で調べる統合解析を始

を特定できるし、mSR 結果から有益な情報を抽出

めたところで [14]、かなり有効との感触を得ている。

できるかもしれない。

複数の大型施設で同一試料を解析するのを容易にす
るために、施設側には「統合解析実験提案」制度の

チャンネル数が少ないのでビームタイムも限定さ

制定を望みたい。

れ、結果として、野心的な提案の採択は先送りされ
がちのように思う。新規ユーザーの発掘や新領域の
開拓のために特別なビームタイム枠を確保して、試
行的な実験に半日あるいは 1 日を割り振るような
「柔軟な運用」を、そろそろ考える時期だろう。

5.  導く者
一 人 の 人 間 に で き る こ と は 限 ら れ る け れ ど、
傑出した個人の存在が分野の進展を促すことは
事 実 だ ろ う。 筆 者 が 最 初 に 参 加 し た 2005 年 の

mSR 国際会議では、永嶺謙忠、Jesse H. Brewer、

3. ミュオン嫌い？

Alexander Schenck、Steve F. J. Cox の 4 氏が、各

交友範囲の狭い私が知る限りでも、4 名以上の
「固体物性の大家」と目される方々が、mSR を嫌っ

施 設 を 代 表 し て 名 誉 表 彰 さ れ た。 彼 ら が ミ ュ オ
ン界を牽引してきたことを否定する人はいない。

ていると聞いている。「曖昧さ」故かもしれないし、 しかし、その次の世代以降に、彼らに比肩しさらに
他の原因があるのかもしれない。万人に好かれるこ

凌駕するような、ある種のカリスマ性も備えた「輝

とを目指す必要はないと思うが、mSR に非友好的

く巨星」候補が見当たらないように感じる。

な人間をあまり増やさないようにしたい。
残念ながら、能力的にも人間的にも憧れの対象と
このためにはミュオンでしか分からない新知見を、 なるような研究者の育成法は公にされていない。そ
疑問の余地の無い形で提示することが望ましい。現在、 のような人材は、全くランダムに降臨するのかもし
鳥養教授・三宅教授・門野教授・岩崎主任研究員が中

れない。しかし、前例主義の傾向のある産業界から

心となって進めている「超低速ミュオン顕微鏡」プロ

ユーザーを参集させるためには、砂上に煌めく星の

ジェクト [13] こそ、これを担うものと期待している。
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導きが必要である。実際、著者も Jess と永嶺先生

43

特集：ミュオンの産業応用・社会貢献

に導かれて mSR に関わるようになり、この駄文を
書いている。縁あってミュオンに関わる全ての方々、
特に 40 代・30 代の研究者から、新たな巨星が出現
することを祈願している。
最後に、Field of Dreams 公開から 23 年後の著者
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『若手紹介』

ミュオンナイトシフトによる、擬ギャップ状態の観測

高エネルギー加速器研究機構
博士研究員

宮崎 正範

されてから四半世紀以上も研究され続けている物
質系である。この銅酸化物の Cu の最外殻電子は
2+

3d9 (S=1/2) で dx2-y2 軌道に電子が 1 つだけ入る金属と

Dr. Masanori Miyazaki

考えられたが、実際にはモット絶縁体となっており

Muon Science Laboratory

[ 現在では、T’ 構造の薄膜で金属（超伝導）になる

Institute of Materials Structure Science, KEK

物質が発見され、一般論としては議論があるかもし
れない ]、しかも反強磁性秩序化する。ここにホー
ル又は電子をドープすると、絶縁体から金属的にな

1. はじめに

り、反強磁性秩序は消失し、超伝導相が出現する。

ミュオンとの出会いは、大学 3 年生の時に遡る。 本来、競合するはずの超伝導と磁性が隣り合わせで
工学部の学生であった自分は興味半分で理学部の授

出現したという事実が当時としては、衝撃的な事で

業を聴きにいっていた。そんな中、授業の中で紹介

あったと思われる。

された KEK の夏期実習というのに参加し、初めて

そして本物質の魅力は、何といっても高い超伝導

KEK という存在を知った。演習は実験を中心に 30

転移温度（Tc）を示すことと強相関がもたらす反強

ほどあったが、当時まだ物性にあまり興味がなかっ

磁性秩序、ネルンスト効果、そして擬ギャップ状態

たことと分野外の自分にとってどれもチンプンカン

など多彩な物性を示すことである。そして、これ

プンであった。そこで、一番興味があった素粒子理

らが高い Tc の発現にどのように関係しているのか、

論の話を 3 日間聞く事にした。結果、話はとても面
白かったが素粒子理論を自分でやっていく事は無理

である事を悟った。しかし、せっかく KEK まで来
たのだから話を聞くだけでも、と翌日参加した総研

ということに興味が持たれる。これら種々の物性の
中で特に「擬ギャップ」という状態は、超伝導形成
の前駆現象であり、高い Tc の発現に寄与している
有力候補ではないかと考えられていた。その為、こ

大説明会で、ミュオンという素粒子を使って何やら

の 10 年余りの本物質系の主な研究は、擬ギャップ

核融合が起きたり、物性が調べられたりという話を

の研究であったといっても過言ではない。

聞き興味を持った。そして何やらあやしい響きに引

そもそも擬ギャップとは何なのか？擬ギャップの

かれつつ、かくして私は総研大に入り、ミュオンを

“ 擬 ” って何？ギャップじゃないの？というのが最

やる事になった。

初の私の疑問だった。時々 “ 擬 ” ギャップを “ 疑 ”

ここでは博士課程で行っていた、いくつかの研究
テーマのうち、博士論文のテーマでもあった μSR
を用いた銅酸化物超伝導体の擬ギャップの研究につ
いて紹介をしたいと思う。

2. 銅酸化物超伝導体の擬ギャップ状態

ギャップと打ち間違える人がいるが、本当にギャッ
プかどうかも疑わしいのかもしれない。
擬ギャップは、はじめスピンギャップ的な振る舞

いとして核磁気共鳴（NMR）の 1/T1T で観測された
[1]。運動量空間（k 空間）で、フェルミ面の状態数

及びエネルギーギャップの波数依存性を直接観測で

きる角度分解光電子分光（ARPES）から (π, 0)、(0, π)

銅酸化物超伝導体は、1986 年にベドルノーツと

のアンチノード方向でエネルギーギャップが開いて

ミューラーにより高温超伝導体であることが発見

いるように見えるが、(π/2, π/2) のノード付近では
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エネルギーギャップは開いておらず、状態がアーク

イトシフトの変化量は極めて小さく、擬ギャップ

状に残っている（フェルミアーク）現象が観測さ

がよく観測される不足ドープでは反強磁性相関が

れ、この不完全なギャップ状態は「“ 擬 ” ギャップ」 発達し信号が埋もれてしまったり、高い Tc（or 上
と呼ばれるようになった。なお、この「擬ギャッ
*

プ」が観測され始める温度は T とされる。その

部臨界磁場 Hc2）をもつ物質では、Tc 以下で超伝導
ギャップが開く事で観測が妨げられたりといった事

後、NMR のナイトシフト、中性子、ラマン分光、 が挙げられる。この様な理由から銅酸化物超伝導
STM、比熱や c 軸電気抵抗率など種々の測定手法で

体の中でも他の物質系より磁気相関が弱い単層系

これらの研究論文は膨大であり全てを挙げることは

シフト測定を行った [3]。また、本物質は強い異方

「擬ギャップ」状態は観測されている。しかしながら、 の Bi2Sr2CuO6+δ(Bi2201) に着目してミュオンナイト
できないので、ここでは割愛をさせて頂きたい。「固
体物理」の特集号、教科書等によくまとめられてい
るのでそちらを参考にして頂ければと思う [2]。

擬ギャップの起源について、いくつかの解釈があ

性を持ち、c 軸における上部臨界磁場 Hc2 は、今回

我々が測定した最適ドープでも 5.5 T 程度と低い。
普通の実験室の電磁石で出せる程度の磁場で超伝導
ギャップを壊す事ができ、超伝導の影響を抑えなが

るが、ここでは大別して次の 2 つを挙げる。1 つは、 ら擬ギャップを基底状態近傍まで測定するには最適
擬ギャップを超伝導形成の前駆現象による電子スピ

な物質系である。

ンのペアリング（対形成）であるという考え方。も
う 1 つは、超伝導形成とは無関係な物理現象で、例
えば電荷秩序や動的なストライプ秩序等といった何
らかの秩序によるものであるという主張である。
これまで、多くのプローブで擬ギャップが観測さ
れているが、残念ながらミュオンスピン回転／緩和
法（μSR）で直接「擬ギャップ」を観測したという
決定的なデータはなかった。NMR の 1/T1 測定の類

推から μSR の零磁場（ZF-）／縦磁場下のミュオン
スピン緩和率から擬ギャップの測定を行うというこ
とが考えられるが、あらゆる相互作用からの寄与が
含まれており、それらを全て排除して擬ギャップの

3. ミュオンナイトシフト測定
ミュオンナイトシフト Kμ は、ミュオンの超微細

相互作用定数 Αμ、静的局所磁化率 χ0(q, 0) を用いて
次のように表される。

Kμ=
		

ΔB
Blocal −B0
χ0(q,0)
=
= Aμ
B0
B0
NAμB

(1)

従 っ て、Kμ は 静 的 局 所 磁 化 率 χ0 (q, 0) に 比 例
し、χ0 がパウリ常磁性 χp を表しているとすれば、
χ0 ≈ χp = 2〈μB〉2 D(εF) であるので、χ0 はフェルミ面の

みの項を取り出すには複雑すぎて極めて困難であ

状 態 密 度（DOS）D(εF) に 比 例 し、Kμ も DOS に 比

る。そこで、本研究では状態密度に比例する観測量

例する。

であるミュオンナイトシフトの温度依存性から「擬

Kμ の温度変化を調べる事は、DOS の温度変化を

ギャップ」という状態を観測しようというのが狙い

調べる事に等しく、もし擬ギャップが開いていると

である。
そもそも、擬ギャップは相転移なのか？あるい
はクロスオーバーなのか？ということは自明では
*

ない。もしクロスオーバーであれば T というのは、
曖昧な観測量であり物理的な意味を持たなくなって
しまう。そこで本研究では、ミュオンナイトシフト
*

からオンセット温度 T だけでなく温度依存性等か

すれば DOS は減少しており、Kμ も減少するという
温度変化として観測される。なお Kμ はフェルミ面
の積分値を観測しているものと考えられる。

実験は、カナダ、バンクーバーにある TRIUMF

研究所の M15 beamline で高横磁場用スペクトロメー
タ HiTime を用いて行われた。なお、ミュオンナイ

トシフトを測定する高横磁場 μSR 実験は、ミュオ

ら物理的意味を持つギャップの大きさ Δ* を見積も

ンの進行方向と平行に磁場を印加し、ミュオンスピ

る事とした。

ンをスピンローテーターで磁場に対して垂直に立て

上記のように、銅酸化物超伝導体のいくつかの

た状態で行った。磁場の印加は、ヘルムホルツ型超

物質系でミュオンナイトシフト測定が行われてい

伝導マグネットの永久電流モードで行われ、測定条

るが、擬ギャップを観測したという報告はなかっ
た。その原因は、状態密度の減少によるミュオンナ

46

件は超伝導ギャップが潰れた状態になる B//c 軸に
B=6 T を印加、温度範囲は 300 K 〜 2 K である。
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外部磁場の補正は、永久電流モードで磁場を変化

(a)

(Bi, Pb)2201, LD

その際、試料冷却時にサンプルロッドの伸縮に伴い

0.10

RRF=812.7 MHz

Asymmetry [a.u.]

させない同条件下で Ag 試料を測定する事で行った。
試料位置がわずかに移動し、変化する外部磁場を温

度依存性及び Ag 自身のシフトも考慮して補正した。
Ag のミュオンナイトシフトを KAg、Ag で観測され

f −f
				
KAg = Ag 0
f0

0.00

-0.05

0

(2)

(b)

であるので、外部磁場の真値は次の通りになる。
(3)

4. 測定結果と解析
本実験では、BiO2 の長周期変調構造を押さえる為に

剰酸素 δ によって行われた。ホール濃度の範囲は

不足ドープ ( 超伝導の Tc ドーム左端 ) から 過剰ドー

4

6

8

Time (μs)
60.00

59.98

FFT@6 T
apod.
= strong
0.08

60.02

60.04

A1

A2

0.04

10

250 K

0.06

0.02
0.00

Bi の一部を Pb に置換した試料 Bi2.12Pb0.35Sr1.89CuO6+δ
[(Bi,Pb)2201] を用い、ホール濃度 (=p) の制御は過

2

Local field (kG)

0.10

Real amplitude [a.u.]

		

fAg
f0 =
1+ KAg

B = 6T (//c-axis)
T = 250 K

-0.10

る周波数（内部磁場）fAg、外部磁場の真値を f0 と
すれば、

0.05

813.0

813.5

Frequency (MHz)

図 1： (Bi,Pb)2201 の 不 足 ド ー プ 試 料 LD (p~0.10, Tc<2 K) の
B=6 T, 250 K における高横磁場 mSR スペクトル。(a)
時間スペクトル。見やすいように 812.7 MHz の回転座
標系 (RRF) に乗せて表している。▲印青は Up-Down

プ ( 同ドーム右端 ) の濃度を覆い、かつ超伝導が消

カウンタ（実部）、
●印赤は Left-Right カウンタ（虚部）

える試料を含む ( 図 2 右下 )。

の組み合わせを表している。(b) 時間スペクトルを高
速フーリエ変換 (FFT) したスペクトル。Apodization は

最も不足ドープの LD (Lightly Doped) 試料 (p~0.10,

Tc<2 K) の B=6 T, 250 K における高横磁場 μSR のス

strong で行っている。

ペクトルを図 1 に示す。FFT スペクトルからも明
らかなように 2 つの異なる周波数ピークが観測さ

0

なる。初期の頃に行われた La ドープによりホール
濃度制御する試料 La-Bi2201 の多結晶体で行われた

ZF−μSR 測定では反強磁性磁気秩序による回転成分

K (ppm)

は 2 つのミュオンサイト由来なのか？という議論に

K (ppm)

オンサイト由来と考えられる。実験データの解析は、

AP(t)=A1 exp(-λ1t)cos(2π f1t+φ)

		

+A2 exp{-(σ2t) }cos(2π f2t+φ)
2

(4)

K (ppm)

での値で固定した。

SUD(Tc = 17.2 K)

K1
K2
HOD(Tc = 4.8 K)

-200

0

用いて行われた。ここで、ピークの成分比 A1 と A2

HUD(Tc = 4.7 K)

-100

-300

全試料の全温度域において最も整合性のよい次式を
は両者が最もよく分離している 250 K または 225 K

-200

0

れた 2 つの周波数成分比は、ホール濃度、温度にあ

LD(Tc < 2 K)

-100

-300

が 2 つ観測されている [4]。また、本研究で観測さ
まり依らず A1:A2=6:4~7:3 であることから 2 つのミュ

Bi1.76Pb0.35Sr1.89CuO6+δ,6T, H//c-axis

OPT(Tc = 19.4 K)
NSOD (Non-Sc)

OD(Tc = 15.3 K)
0

-100
-200
-300
0

100
200
300
Temperature (K)

Tc (K)

れた。ここで、異なる 2 成分由来なのか？あるい

100
200
Temperature (K)

300

LD
0.1

HUD

SUD

100
200
300
Temperature (K)
OPT

SC
0.15

p (1/Cu)

(Bi, Pb)2201
OD

HOD
NSOD
0.2

図 2： 観測されたミュオンナイトシフト K1, K2 の温度依存性。
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反磁場及びローレンツ場による形状補正 Kdia、測定

器に由来するオフセット Koffset などが含まれる。従っ
てミュオンナイトシフトの真値を Kμ とすれば、
		
Ki = Kμi

+ Kνi + Kdia + Koffset

(i=1,2)

(5)

と記述される。ここで Kdia、Koffset は、ミュオンサイ

KPG

NSOD

150
100
20
10

50

K0
0

0

50

0

0.10

Tc

OPT

HOD

SC

OD
HOD
NSOD

軌道電流由来のによる誘電磁場によるシフト Kv や

H//c-axis
μ0H=6 T

T (K)

しかし実際に観測された K には、磁束における

αKμ (ppm)

をまとめると図 2 のようになる。

200

SUD

た内部磁場 B∝f との差分から求められ、その結果

Kmax

HUD

あえて Kμ と区別）は、外部磁場 B0∝f0 と観測され

[(Bi,Pb)-2201]

Bi1.76Pb0.35Sr1.89CuO6+δ

250

LD

従って、観測される周波数シフト K（ここでは、

0.15

p (1/Cu)

100
150
200
Temperature (K)

250

0.20

OD
OPT
SUD
HUD
LD

300

図 3： a Kμ(=K1-K2) の温度依存性。実線はアレニウス型の熱
励起を仮定した場合のフィット曲線。矢印は、オンセッ
*
ト T （擬ギャップ温度）を示す。

トに依らない値である。また Kv は数百 nm~1mm 程
度の長さスケールを持つ物理量あり、ほぼミュオン
サイトに依らないといえる。
一般に、(5) 式には Koffset が存在する為、厳密な

K=0 を見積もる事は困難である。そこで、ある任意

但し、シフトが減少する前の αKμ を Kmax、T=0 K の

すれば、観測された 2 つのミュオンナイトシフトは

とする。また高温側のシフトの減少は、ミュオンが

のサイトにおけるミュオンナイトシフト量を Kμ と
それぞれ Kμ1=η1Kμ、Kμ2=η2Kμ であり、両者の差分を
取ることで次のように表す事ができる。

T=0 K までの減少量を KPG (=Kmax-K0)
残留シフトを K0、
2 つのミュオンサイト間をホッピングする事により
2 つの周波数が漸近することに由来するものと考え
*

		

K1 -K2= Kμ1 − Kμ2 = (η1 − η2)Kμ= αKμ

(6)

このようにして、ミュオンサイトに依存しない

られる為、T>T で一定とした。

Kμ の温度依存性で特筆すべき点は、残留シフト

の存在である。このことは、k 空間において T=0 K、
H>Hc2 では、擬ギャップが開いている状態とキャリ

シフト成分を相殺することができる。これにより、 アが存在する金属的な状態が同時に存在しているこ
T=0 K において残留状態密度が存在するような場
合、Kμ≠0 であり Kμ が 0 でないことがいえる。

とを示唆している。

なお、静的な磁性がある場合、この “ ナイトシフ
ト（金属シフト）”とは別の周波数シフトが生じるが、
ZF-μSR 測定の結果、測定温度の範囲内では、静的
な磁性が観測されていなかったことから、今回は考
図 3 に αKμ の温度依存性を示す。αKμ はある温度

T （擬ギャップ温度）から減少しはじめ、明確なホー
ル濃度 (p) 依存性を示した。ここで、アレニウス型

の熱励起を仮定した場合の以下の式のフィットで見
*

積もられるギャップの大きさを Δ とする。

である T 、Δ （図 4、5）、と Kmax、KPG、K0 の状態
*

密度に関する情報（図 6）の 2 つの相図にまとめる
ことができる。

図 4 の T 、D の 相 図 か ら、 ホ ー ル 濃 度 の 減 少
*

*

に伴い擬ギャップは単調に増加していることが分
かる。また、図 5 に示すように本実験から得られ

*
た T は、NMR (1/T1T, Ks) や c 軸 電 気 抵 抗 率 (rc)、

*

（T<T の場合）

*
αK		
μ= Ka exp(−Δ /T) + K0
*

（T>T の場合）

(7)

αKμ= Ka exp(−Δ /T ) + K0 ≡ KPG + K0 ≡ Kmax (const.) (8)
*

48

実験結果は大きく分けて、ギャップに関する情報
*

慮に入れる必要はないと考えられる。
*

5. 本研究から明らかになったこと

*

ARPES で報告されている T* と良い一致を示してい

ることから、確かにミュオンナイトシフトからも他
のプローブと同様の擬ギャップを観測したと考えら
れる。
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ΔSC=2.14Tc
Tc SC

0
0.08

0.12

0.16

0

0.20

Hole concentration (p)

K0

0

200
100
0

図 4： 擬ギャップ温度 T と擬ギャップの大きさ Δ の相図。
*

示さない過剰ドープ試料でも擬ギャップが観測さ

2

Kmax

Metallic

KPG

0.10

0

(T>T *)

0.15

Hole concentration p (1/Cu)

*

さらに、特筆すべき点は本物質系では、超伝導を

PG

4

ns (0)

(b)

20

×10

ns(cm−3)

10

100

50

(Bi,Pb)-2201
T = 0 K,
H > Hc2

(a)

Insulator

TT

PG

∗

20

**

Fermi-surface

100

Relative DOS at T = 0K
αKμ (ppm)

200

Bi1.76Pb0.35Sr1.89CuO6+δ
Gap energy (meV)

Temperature (K)

300

0.20

図 6： (a) T=0 K における残留ミュオンナイトシフト K0 と弱
横磁場 μSR から見積もった超流体密度 ns(0) [10]。(b)
擬ギャップが開いていない高温時のミュオンナイトシ
*
フト Kmax、T から T=0 K の間、擬ギャップにより減少

れた点である。他方で、La ドープによるホール濃

したミュオンナイトシフト KPG。挿入図は T=0 K, H>Hc2
のフェルミ面における ARPES との対応関係。L は円弧

らは Tc~8 K の過剰ドープ超伝導試料で擬ギャップ

長、l はフェルミアークのアーク長を示している。

度制御試料 La-Bi2201 で測定された NMR の結果か
が観測されていない [6]。しかしながら、ホール濃

度で比較した場合、最適ドープで Tc が 1.5 倍も異

なる (Bi,Pb)2201 と La-Bi2201 という物質系の違い
*

に依らず、T のホール濃度依存性で良い一致を示
*

していることから、T はホール濃度 p で決まり、Tc
からは独立に決まる値であるように考えられる（但
*

し、逆に Tc も T から独立かは定かではない）。
次に状態密度に関する情報について注目する。は

る。Kmax は擬ギャップが開く前の完全なフェルミ面

が存在している時の DOS に比例しているのでフェ
ルミ面の円弧長に比例していると考えられる。また、
K0 はギャップ形成に寄与せず残った DOS、即ちフェ
ルミアークに対応していると考えられるので T=0 K

のアーク長 l に比例していると考えられる。但し、
本測定は超伝導の寄与を排除する為に超伝導ギャッ

じめに述べたようにミュオンナイトシフト Kμ は

プを完全に潰す H>Hc2 の条件下で測定しているので、

フェルミ面の状態数（=DOS）に比例する観測量で

正確にはその準粒子の状態密度に比例した値といえ

ある。Kmax、KPG、K0 をそれぞれ ARPES における描
像と比較すると図 6 の挿入図のように表す事ができ

状態密度（L-l∝Kmax - K0）に比例した値である。
*

T * μSR
T μSR

: (Bi,Pb)2201
Tc (μSR) : (Bi,Pb)2201
Tc (μSR) :(Bi, Pb)2201
*
: (Bi,Pb)2201
TT *ρc
:(Bi, Pb)2201
ρc
Tc (Res.) : (Bi,Pb)2201
Tc (Res.) :(Bi, Pb)2201
*
TT *NMR 1/T:1TLa-Bi2201
: La-Bi2201
NMR 1/T T

300
250

Temperature (K)

る。最後に、KPG は擬ギャップ形成に寄与し消失した

*

T
T *μSR
μSR

200
150

**

:(Bi, Pb)2201

1

TT NMR
: La-Bi2201
NMR Ks KS : La-Bi2201
Tc (NMR)
: La-Bi2201
(NMR) : La-Bi2201

100
50

La-Bi2201

(Bi,Pb)2201
0
0.08
0.12

*

: La-(Bi,
Pb)2201
T *ARPES
: La-(Bi,Pb)2201
ARPES
) : La-(Bi,
Pb)2201
: La-(Bi,Pb)2201
Tc(ARPES
(ARPES)

Tc

0.16

0.20

Hole Concentration p (1/CuO2)

*
図 5： 本研究で得られた μSR の結果 T μSR（赤実線）に対する、NMR の 1/T1T [5]、ナイトシフト Ks [6]、
c 軸抵抗率 (ρc)[7,8]、及び、ARPES[9] の結果との比較。青破線は NMR の論文を参考に引いたもの。
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図 6 の結果をまとめると次の通りである。

1. Kmax はホール濃度 p の増加と共に単調に増加し

たかあー」と関心されるように、実験手法や解析
手法の開発／発展をさせていきたいと思う。また、

ている。すなわちキャリアが増えていることを

J-PARC MUSE のスタッフの 1 人として、少しづつ

反映している。

ではあると思いますがユーザーにとって使い易く充

2. KPG はホール濃度 p に依らず一定である。即ち、 実した実験環境を整えていけたらと考えておりま
擬ギャップ形成に寄与する DOS は p に依らない。 す。皆さまの来所を心よりお待ちしております。

3. K0 はホール濃度 p と共に単調に増加する。

上記の中で特に注目すべきは、2 番目に挙げた擬

ギャップ形成に寄与する DOS（∝KPG）は p に依ら

最後に本研究に携わり一緒に実験や議論をして下
さった共同研究者である門野先生をはじめ、小嶋氏、
幸田氏、竹下氏、佐藤氏、平石氏、東北大小池研究室

ず一定であるということである。擬ギャップと超伝

の小池先生、足立氏、田邉氏、福永氏、そして実験

度 ns(0)（∝ Δ SC∝ Tc）の p 依存性（図６(a)）を比較

フにこの場を借りて感謝の意を表したいと思います。

導の関係を議論する為に KPG ( 図 6 (b)) と超流体密
すると、相図からは KPG と ns(0) の 2 つには全く相

関がないようにみえる。他方、K0 は不足ドープか

施設を利用させて下さった TRIUMF 研究所のスタッ

ら最適ドープにかけて p に伴って増加する ns(0) と
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6. 終わりに
ミュオンを用いた研究を始めてから、大学院生の

5 年間を含めると間もなく 6 年が経ち、7 年目に突

長野県出身。2007 年 3 月に新潟大学工学部電気電
子工学科卒業後、総合研究大学院大学（総研大）高

エネルギー加速器科学研究科物質構造科学専攻 5 年

入するところである。子供の成長に当てはめれば、 一貫制博士課程に入学、2012 年 3 月に課程を修了し
家庭での幼児教育、躾が一段落して、これから小学

博士（理学）号を取得。2012 年 4 月より高エネルギー

校に上がろうかというところである。今まで知らな

加速器研究機構物質構造科学研究所博士研究員（現

かった世界をどんどん勉強していく時期である。

職）
。主なテーマは、μSR を用いた銅酸化物超伝導体

μSR 実験でどこまで迫れるか？将来、「ついに
ミュオンのデータからここまで言えるようになっ
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の擬ギャップや磁性、幾何学的フラストレーション
を持つ物質系における磁性やスピン揺らぎの研究。
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研究室レポート：総合科学研究機構 東海事業センター

総合科学研究機構 (CROSS)

定先端中性子線施設の登録施設利用促進機関（略称

東海事業センター 「登録機関」）として選定されました。登録機関の業

大石 一城

務は、共用法に則り行うこととされています。では
共用法とは何か？共用法とは、「特定大型先端研究

Dr. Kazuki Ohishi

施設の共用の促進に関する法律」の略称であり、こ

CROSS-Tokai

の法律の目的は、「特定先端大型研究施設の共用を
促進する法律的措置により、研究基盤を強化し、研
究機関並びに研究者相互の交流により多様な知識の
融合を図り、科学技術の振興に寄与すること」とさ

1. はじめに
2012 年末、渡邊編集委員長より研究室紹介の原
稿依頼がありました。この時、「総合科学研究機構

(Comprehensive Research Organization for Science and
Society: 略して CROSS) とは、どのような機関でど

れています。ここで言う「特定先端大型研究施設」
とは、
「国として重複して設置することが多額の経費
を要するため適当でない大規模な、比類のない最先
端の研究施設であって、しかも広い分野の多様な研
究に活用されることによりその価値が最大限に発揮

のような業務を行っているのか、紹介せよ！」と言

できるもの」
と定義されています。J-PARC の場合、
「特

われているのだと思いました。確かにこれまで、学

定中性子線施設」を共用に供するための運転・維持

会や研究会で、「CROSS って何ですか？」とよく聞

管理等に要する経費が共用法により賄われています。

と思い、筆を執った次第です。ここでは、共用法に

れています。

かれたので、これは CROSS を紹介するいい機会！

基づく登録機関がどのようなものか、また CROSS

の活動内容を、皆さんに紹介できればと思います。
（今のところ）ミュオンとは関係のない機関ではあ
りますが、しばらくの間、お付き合いください。

現在、次に示す 3 つの施設に、この法律が適用さ

(1) 特定放射光施設（大型放射光施設 SPring-8 と X
線自由電子レーザーSACLAを合わせた施設：播磨）

(2) 特定高速電子計算機施設（次世代スーパーコ
ンピュータ「京」：神戸）

(3) 特定中性子線施設（大強度陽子加速器施設 JPARC の中性子関連施設：東海村）

2. CROSS とは？
ちょっと歴史をさかのぼりますと、2009 年 7 月

に日本原子力研究開発機構 (JAEA) と高エネルギー

そ れ ぞ れ の 施 設 の 法 律 上 の 設 置 者 は、 そ れ ぞ れ
(1) 理研、(2) 理研、(3) JAEA です。

では、設置者である JAEA と登録機関の CROSS

加速器研究機構 (KEK) が、共同で建設・運営して

はどのような業務を課せられているのでしょうか。

細は下記で述べます）が適用され、中性子を発生す

者の業務として、

いる大強度陽子加速器施設 J-PARC に、
「共用法」
（詳
るための加速器（リニアックと 3 GeV シンクロト

ロン）と中性子源、並びにその中性子を利用して実
験するビームラインの一部（共用ビームライン）が

「特定中性子線施設」に指定されました。図 1 の実
線部分が共用法における特定中性子線施設です。そ

の 後、2011 年 3 月 22 日 に CROSS は J-PARC の 特
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各々の位置付けと業務内容を図 2 に示します。設置
(1) 中性子線共用施設の建設・維持管理、並びに
これを研究者等の共用に供すること

(2) 中性子線専用施設を設置してこれを利用する
研究者等に、必要な中性子線の提供と必要な
便宜を供与すること

(3) 上記業務に付帯する業務を行うこと
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J-PARC におけるCROSS東海の関わり
ハドロン実験施設

3GeV
シンクロトロン

（ミュオン-中性子）
核変換実験施設
（計画中）
物質・生命科学
実験施設
リニアック
50GeV シンクロトロン
ニュートリノ実験施設

共用法における特定中性子線施設
図 1： J-PARC のうち特定中性子線施設に指定されている部分 ( 実線 )。

国（文部科学省）
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律（共用法）
SPring-8/SACLA（播磨）
K-Computer（神戸）
JSNS/J-PARC（東海）
実施計画の認可
業務規程の認可
改善命令

実施計画の認可

＜登録機関＞

＜設置者＞
総合科学研究機構

日本原子力研究開発機構/J-PARC
◇ 特定中性子線施設の共用施設の建設・維持
管理・運転・高度化
（加速器・線源・共用BL）
◇ 専用BLへの安定したビーム供給・便宜供与

利用者のニーズ

連携

特定中性子線施設
@J-PARC

共用BL
◇ 利用者選定業務
◇ 利用支援業務
専用BL
◇選定・評価

利用の応募

選定委員会

・公正課題選定
・情報提供・研究相談、
技術指導 等

利 用 者
大学生・独法・民間等 基礎・応用研究〜産業利用）

図 2： 特定中性子線施設における設置者 (JAEA) と登録機関 (CROSS) の位置付けと業務内容。

(2)
などが挙げられています。
一方、
登録機関の業務として、 などが挙げられます。CROSS の業務内容として、
(1) 共用ビームラインの利用者選定業務

はよく知られているかと思いますが、(1) の課題選

(3) 第三者が設置しようとするビームラインの選

JAEA と登録機関である CROSS は独立の組織であ

(2) 利用支援業務

定・評価に関わる業務
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定や (3) などもあるわけです。また、設置者である
ることもお分かり頂けたかと思います。
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さ て、 登 録 機 関 に 選 定 さ れ た CROSS で す が、

CROSS とはいったいどのような組織なのでしょう
か。CROSS 本部は茨城県土浦市にありまして、つ
くば地区を中心に公的機関、教育研究機関、民間企
業、地域社会などと連携協力し、研究開発、研究支
援、教育研修、情報交換などに関する事業を行って

います。2008 年の J-PARC の完成を契機に、つくば
地区に限らず東海地区における新たな事業展開を目
指して、2010 年に東海事業センターを開設しまし

た。CROSS 東海事業センター（通称 CROSS 東海）
は、現在、職員数 50 名で業務を行っています。そ

のうち、物質・生命科学実験施設 (MLF) の現場で

図 3： ユーザー実験準備室 I の様子。

利用支援業務にあたる利用研究促進部に所属する研

究者及び技術者は 28 名です。ご存知のように、私
はずーっとミュオンの畑にいた人間です。そんな私
がなぜ中性子の装置担当？と思われるかもしれませ
ん。CROSS の研究者の専門を見てみますと、当然、
中性子実験の専門家が多数を占めますが、その他に
も放射光・X 線実験、ミュオン実験並びに試料合成
の専門家がいます。メイン業務の一つは共用ビーム
ラインの利用支援ですが、中性子実験に加え、放射
光実験やミュオン実験の提案・共同研究など、量子
ビームを横断的に使うことも視野に入れています。
さて、CROSS 東海のオフィスは、KEK 東海キャ
ンパスと同じ敷地内の「いばらき量子ビーム研究セ

図 4： ユーザー情報交換室の様子。

ンター」（通称 IQBRC）にあります。IQBRC は、J-

PARC のユーザーズオフィスがあるので、皆さんも
ご存知かと思います。CROSS 東海では、その建物

の 3 階に居室を、4 階にユーザー実験準備室 I（ハー

ドマター）（図 3）、ユーザー実験準備室 II（バイオ・
ソフトマター）、ユーザー情報交換室（図 4）及びユー

ザーデータ解析室（図 5）などを構えています。例

えば、ユーザー実験準備室 I では、固体試料の合成・
単結晶育成、試料評価が行えるように、グローブボッ
クス、管状雰囲気炉、マッフル炉、FZ 炉、X 線回

折装置、SQUID 磁束計 (MPMS)、PPMS などが用意
されており、中性子実験に必要な試料の作製や評価
などに利用することができます。利用にあたり、ユー
ザー実験準備室利用申請書の提出と簡単な安全講習
を受けるだけで利用することができます。
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図 5： ユーザーデータ解析室の様子。
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BL18 千手は、低温、磁場、圧力、電場などの複合

3. 共用ビームラインの紹介
J-PARC/MLF には、23 本の中性子ビームライン

特殊環境下において、格子長 50 Å 以下程度の低分子
化合物の精密構造解析を行う単結晶回折装置です。

の設置が可能です。そのうち、JAEA が建設し国内

以上の 5 本の共用ビームラインの装置で実験課題

外の研究者が共同で利用できる共用ビームラインと

が採択された利用者の実験の支援を行うのが、利用

して、2012 年度現在、表 1 に示すような 5 本のビー

研究促進部の研究者及び技術者の役目でして、現在、

ムラインが設置されています。それぞれのビームラ

各ビームライン当たり 4 名の職員体制で業務を行っ

インの特徴は以下の通りです。

ています。また、JAEA 側にも装置担当がいますの

動量－エネルギー 4 次元空間にわたって高効率で観

ています。なお、2013 年 4 月からは、BL11 超高圧

BL01 四季は、スピン系及び格子系の動的性質を運

で、実際にはビームライン当たり 5 ~ 7 名で運用し

測することにより高温超伝導物質及びその関連物質

中性子回折装置 PLANET が共用ビームラインに加

BL02 DNA は、本邦初めての Si 完全結晶ウエハ

ここで、実験課題公募についてミュオン実験装置

などでみられる新規な現象の解明を目指す装置です。 わり、合計 6 本のビームラインとなる予定です。
を結晶アナライザーに用いる背面反射型逆転配置飛
行時間型分光器です。原子、分子、スピンのナノ秒
オーダーの運動を測定する目的で、約 1 μeV の高エ

と異なる部分を紹介します。J-PARC では、年 2 回（A

期と B 期）実験課題公募を行っています（これはミュ
オン実験施設も中性子実験施設も同様）。このうち

ネルギー分解能を実現することを目指しています。 共用ビームラインでは、2012B 期より中性子利用未
最近、世界最高レベルの 3.0 μeV のエネルギー分解

経験者またはパルス中性子利用未経験者を対象とし

能を実現し、プレス発表を行いました。

たトライアルユース課題の公募を、2013A 期より放

マター、生体高分子などの様々な対象のサブナノか

課題の公募を開始しました。トライアルユース課題

らミクロンスケールの平均構造や構造揺らぎを高効

では、J-PARC の課題公募に先立ち、CROSS のサイ

率・高精度に観測する装置です。ちなみに、筆者は

エンスコーディネーターが実験課題の申請書作成の

大観の装置担当をしています。

相談、指導に当たり、申請のお手伝いをします。ま

BL15 大観は、金属、磁性体、超伝導体、ソフト

BL17 写楽は、機能性薄膜材料の機能発現メカニズム

射光 (SPring-8) と中性子相補的に利用する相補利用

た、実験の方法やデータ処理についての技術相談に

を表面及び埋もれた界面の構造から解明する装置です。 も応じますので、中性子実験をやってみたいという
方は、ご検討ください。
表 1： 共用ビームラインの概要。

ビームライン
番号

ビームライン名称

特徴

利用分野

BL01

4次元空間中性子探査装置(四季)

非弾性
(チョッパー型)

強相関電子系、低次元スピン系等の磁気
励起、格子振動の測定

BL02

ダイナミクス解析装置(DNA)

準弾性
(背面反射型)

生体高分子、
ソフトマター、
機能性材料中の
原子運動や磁性体中のスピン運動の測定

BL15

大強度型中性子小中角散乱装置
(大観)

小角散乱

金属材料、磁性材料、
ソフトマター、
タンパ
ク質等のサブナノからミクロンスケールの
構造解析

BL17

試料垂直型偏極中性子反射率計
(写楽)

反射率

機能性薄膜材料、生体膜等の表面構造や
埋もれた界面の構造解析

BL18

特殊環境微小単結晶中性子構造
解析装置(千手)

構造(単結晶)

機能性材料の結晶構造や磁気構造の解析
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4. CROSS での活動

5. おわりに

これまで CROSS の全体的な紹介をしてきました

以上、簡単ではありますが、CROSS 東海につい

が、研究活動についても少し触れておきます。利

て紹介させていただきました。共用法及び登録機関

用研究促進部の研究系の職員は、各々のテーマの

に関する詳しい記事は、日本中性子科学会の機関紙

もとに研究を行っています。CROSS の職員なので、 である「波紋」に、藤井センター長が書かれた記
J-PARC/MLF の共用ビームラインでしか実験ができ

ないのでは？と思われるかも知れませんが、そん

事 [1] がありますので、そちらを参考にして頂けま

したら幸いです。また、CROSS 東海の web ページ

なことはなく、中性子実験では、J-PARC/MLF の共

(www.cross-tokai.jp) では、実験課題公募、各施設案

用以外のビームライン、米国オークリッジ国立研究

内、利用者の方への情報、研究会情報、並びに相談

所及びフランス レオン・ブリルアン研究所などで、 窓口情報などを掲載していますので、こちらもご覧
また、放射光実験であれば、SPring-8 や KEK-PF

ください。CROSS 東海は、職員 50 名の小さい組織

で実験を行っていますし、ミュオン実験であれば、 ですが、小さいがゆえに小回りが利き、ユーザーの
J-PARC/MLF、理研 -RAL ミュオン施設及び TRIUMF

声に柔軟に対応していける組織を目指しています。

などで実験を行い、各自の研究を進めています。

ミュオン実験との比較・対照として中性子実験に興

研究以外のことも一つだけ紹介しましょう。昨年、 味がある方は、気軽に声をかけて下さい。個人的に

第 5 回 J-PARC センター長杯ソフトボール大会では、 は、「大観」で磁束格子を観測し、横磁場 μSR の結

初めて CROSS チームを編成し、大会に臨みました。 果と合わせて磁場侵入長を議論する。そんな実験を
予選リーグは、1 勝 1 敗で 3 チームが並びましたが、 早く実現したいです。
得失点差で決勝戦に進出。最後は、中性子利用セク
ション＋ミュオン＋茨城大などの混合チームとの
MLF 対決を 7 - 4 で制し、優勝することができまし

た。図 6 は、優勝後に池田 J-PARC センター長を囲

参考文献
[1] 藤井保彦：波紋 21, 184-189 (2011).

んでの記念写真です。

図 6： 第 5 回 J-PARC センター長杯
ソフトボール大会で優勝！
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世界のミュオン施設を利用して
J-PARC/MLF

東北大学大学院工学研究科

らく中性子実験の方からの要請なのでしょう。現在

応用物理学専攻

のところ、MLF ミュオン施設ではビームラインは

足立

匡

Dr. Tadashi Adach
Department of Applied Physics,
Graduate School of Engineering, Tohoku University

D1 か D2 しか選べないので、それなりに記載すれ
ばいいと思います。
提出後は、審査結果を待つのみです。世界の他の

ミュオン施設（イギリスの RIKEN-RAL やカナダの
TRIUMF）のようなヒアリングはありません。採択

された後に、実験希望実施日の問い合わせが来ます。

【 はじめに 】

【 実験を行うまで 】

我々のグループは、過去に J-PARC 物質生命科学

実験の日程が決まったら、KEK 共同利用支援シ

研究施設（MLF）でミュオン実験を 2 回行いました。 ステムで、利用申請手続きを行います。その後、実
この記事を執筆しているのは、3 回目の最中です。 施の 45 日前から宿舎の予約ができます。J-PARC
たった 3 回なのですが、先の大震災の前にも後にも
行っているし、KEK のミュオン施設でも実験を行っ

ユーザーズオフィスのそばにある KEK 東海ドミト
リーを予約するのがベストです。しかし、部屋数が

ていましたので、時代とともに実験環境が目覚まし

限られているため、中性子実験で来所している方、

く進歩したのを感じます。ということで、施設の利

研究会などで来所している方との競争になります。

用の仕方や感想などを書きたいと思います。これか

ダメな場合は、真砂寮か一般のホテルになります。

らミュオン実験をやってみようと思う方の参考にな

ですが、深夜まで続く実験の合間に宿舎に戻るので、

ればと思います。

正門から近い KEK 東海ドミトリーが便利です。

【 実験課題の申請 】
ミュオン実験の課題申請は、年 2 回

（5 月頃と 11 月頃）あります。MLF で
の実験課題申請という形なので、申請
のやり方や申請書のフォーマットは
MLF での中性子実験の申請と同じで

す。実験者や過去の業績などの他に、
提案する実験に関して A4 で 3 ページ

程度書きます。書くことはいろいろと
指定されていて、なぜ MLF の施設じゃ
ないとダメなのか？とか、なぜこのス
ペクトロメーターじゃないとダメなの
か？など、聞かれていることの違いが
よくわからないこともあります。おそ
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図 1： J-PARC MLF ミュオン施設の全体写真。手前の「Muon D2」と
書かれた辺りが崩壊ミュオンを用いた D1 と D2 のビームライ
ン。その右奥側の部分が超低速ミュオンのビームライン。左中
程の部屋が実験をモニタするキャビン。
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さんにお世話になります。新規ビームラインの建設
等で大変お忙しいにもかかわらず、共同利用研究の
面倒を親切に見てくれます。測定は、用いるクライ
オスタット（ミニクライオ、縦型フロー、希釈冷凍機）
によって若干異なりますが、基本的にシーケンスで
自動測定を行えます。希釈冷凍機の場合は、手動で

温度変化させます。測定をコントロールする PC な
図 2： J-PARC MLF で始めてミュオンビームを生成したとき
の記念の垂れ幕。

どがあるミュオンキャビンの中でひたすらデータの
統計精度が上がるのを待ちます。

キャビンについて 1 つ。キャビンは放射線管理区

域内にあるので、飲食はもちろんダメ。トイレも管
その他、共同利用支援システムに実験責任者がやる

理区域を出ないと行けません。結構距離があります。

べき事、実験参加者がやるべき事がリストされてい

一方、中性子実験の場合は、待ち時間が非常に長い

ますので、順次手続きを行っていきます。私は、こ

場合があるので、管理区域を出て、日の当たるユー

れらの手続きが結構面倒に感じます。もう少し、や

ザー控室で飲み食いしながら VNC か何かでモニタ

るべき事がわかりやすく整理されているといいなぁ

できます。雲泥の差です。世界の他の施設を見ると、

と思うのですが・・・

RIKEN-RAL のコントロール室は日当たり良好、飲み

用車で行くことをオススメします。J-PARC の中は

らないが、管理区域を出るのは簡単で、外にはカフェ

自転車を借りることもできますが、雨の日などは大

オン実験施設のすぐ外に管理区域外の部屋を作る計

変です。その他、外に食事に行く時なども、車があ

画があるとのことで、極めて待ち遠しいです。

1 つアドバイスしたいことは、可能であれば自家

食い OK。スイスの PSI では飲み食い禁止で日は当た

MLF ミュ
広く、正門から MLF までかなりの距離があります。 テリアがあります。聞いたところによると、

ると大変便利です。車で行けない場合は、JR 東海

駅から J-PARC のバス（週末はなし）で移動するか、
あるいはタクシーで移動します。東京からの長距離
バスであれば、正門前に到着できます。
到着後、J-PARC ユーザーズオフィスにて手続き
をした後に、年度内で初めての来所の場合は安全管
理関係のビデオ講習を受けます。その後、MLF 実

【 測定環境について 】
我々は、世界にある 4 つのミュオン施設のうち、

J-PARC MLF の D1 装置、RIKEN-RAL、PSI の GPS と

DOLLY 装置をよく使いますので、ここで、様々なツー

ルを施設間で比較してみます。表 1 をご覧ください。

験施設内に入ります。敷地内
では、案内図を見れば MLF

まで行けるようになっていま

表 1： 世界のミュオン施設での測定環境の比較、括弧書きは同施設内の他の装置のもの。

すが、かなり遠いので、ちゃ
んと覚えた方が無難ですね。
特に、深夜に歩いて行くとき
は道に迷うかもしれません。

施設

・ミニクライオ
クライオ
（
3 K）
スタット
（測定温度） ・縦型フロー
（
2 K）
・希釈冷凍機
（
20 mK ）

【 実験の実際 】
試料のセッティングやク
ライオスタットの準備、そ
の他もろもろは、我々の場
合、KEK 物質構造科学研究
所ミュオン科学研究系の幸田
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（パルスビーム）
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特殊環境

・磁場
縦磁場 1500 G

RIKEN-RAL (Port 2)
（パルスビーム）

PSI (GPS, DOLLY)
（直流ビーム）

・ミニクライオ
・フロークライオ
（
（
5 K）
2 K）
・VARIOX（
2 K）
・希釈冷凍機
0.3 K ） （
・HELIOX（
12 mK ）
・希釈冷凍機
（
20 mK ）

・磁場
縦磁場 4000 G
・圧力実験
・超低速ミュオン
（最大 0.64 GPa）
実験
（表面, 界面などに） ・レーザー設備

・磁場
縦磁場 6400 G
・圧力実験
（最大 2.5 GPa）
・低速ミュオン実験
（薄膜などに）
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MLF の D1 で使用できるクライオスタットの種
類は、幅広い温度域を比較的短時間で変化させるこ

実験を行う際に、素人でも安心して装置や制御す

るための PC を取り扱える環境は重要です。MLF に

とのできるミニクライオ、低温での測定に用いる

は制御のための PC のマニュアルがありますが、グ

縦型フロー、極低温での測定に用いる希釈冷凍機

レードアップの最中なので、いろいろと例外があり

があります。他の施設と大体同じですが、例えば、 ます。RIKEN-RAL にはマニュアルがないので、素
RIKEN-RAL には 0.3 K まで冷やせる HELIOX があり
ます。希釈冷凍機ほど大がかりではなく、また 20 K
くらいまでの高温にも到達できるので便利です。

その他の環境に関しては、MLF D1 では縦磁場の

人だけではできません。この点で PSI は優れていて、
試料の交換や PC の操作などのマニュアルが完備され
ています。今後、MLF でも完備してくれるでしょう。
最後に、食事環境について一言。J-PARC には食堂

大きさが 1500 G までとやや弱いのが難点です。今

がなく、同じ敷地である原研の食堂のみです。しか

後、高磁場マグネットに更新する計画があるとのこ

も、食券制なので不便です。MLF のそばにちょっと

とです。また、RIKEN-RAL では、圧力実験やレー

した売店がありますが、空いているのは昼のみです。

ザーを用いた実験ができます。PSI でも、GPS と

はっきり言って食事の環境は悪いです。この点でも

DOLLY 以外の装置では圧力実験や強磁場実験、ま

車があると外に食べに行けるので便利ですね。一方、

た薄膜試料などに用いることができる低速ミュオン

RIKEN-RAL にはカフェテリアがありますが、サンド

実験ができます。一方、MLF では超低速ミュオン

イッチ以外の味は・・・。PSI にはカフェテリアがあ

実験装置が建設中です。これを用いると、試料の深

るし、歩いて 30 分ほどのところにはレストランが何

さ方向にナノメートルサイズでミュオンの停止位置

軒かあります。バスに乗れば選択肢がもっと増えま

をコントロールできるため、接合界面などの情報を

す。食べ物は総じておいしいですね。ということで、

得ることができます。世界に一つしかない夢の量子

J-PARC の食事環境の改善を強く望みたいところです。

ビームです。また、新たに建設されようとしている
ミュオンビームラインには、極低温、強磁場、高圧
などの実験ができる装置ができるとのことです。
続いて、データ解析に関して述べます。スペクト

ルの解析に用いるソフトウェアは、主に 3 つが使わ

れています。一つは、Windows で利用する Wimda

【 おわりに 】
我々は、つくばにある KEK のミュオン施設の
時代から実験を行ってきました。つくば時代には、
ビーム強度がそれほど強くなく、一つのスペクト

で、我々も利用しています。Linux で使用するもの

ルを取るのに 2 時間くらいかかっていた気がしま

のデータに変換できます。我々は Wimda ユーザー

になり、現在は 300 kW 運転で 1 時間くらいにまで

は msrfit と musrfit が あ り ま す。MLF で は msrfit 用

す。J-PARC ができて、2010 年の頃は 1.5 時間くらい

なので、2010 年頃は解析に手こずりましたが、現

短縮された感じです。この間、東日本大震災があり、

うになりました。

スタッフの方々のご努力によって 1 年足らずで共同

在は Wimda で読めるようにデータを変換できるよ

MLF が大きな被害を被ったにもかかわらず、MLF
利用実験の再開にこぎつけたことは驚きであり、た
だただ感謝するばかりです。一方、同じパルス施設

である RIKEN-RAL では、一つのスペクトルを取る

のに 30 分程度で、最も効率がいいです。近い将来、
MLF でも RIKEN-RAL に匹敵するかそれ以上の効率
で測定ができるでしょう。磁場や温度などの測定環
境はこれから充実していって欲しいところですが、
現在は超低速ミュオンビームが最優先課題となって
いるので、もう少し時間がかかるかもしれません。
図 3： 2010 年 11 月、ミュオンキャビンにて。J-PARC MLF
のスタッフの方々と我々のグループ、インドネシアの
グループとともに。
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いずれにしても、今後の展開が期待されます。世界一
のパルスミュオンビーム施設になるために、我々ユー
ザーもバックアップしていければと思っております。
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近隣の James Town、Yoke Town と並んでヒストリック
トライアングルと呼ばれる地域を形成している。James

NuFact2012 (Williamsburg, VA USA)

Town は初めて英国が入植した地で、ディズニー映画に
もなったポカホンタスが活躍した舞台である。

William and Mary 大 学 か ら 南 に 10 km 程 度 行 く と、

Jefferson 研究所がある。ここにはレーストラック型の 6
高エネルギー加速器研究機構

GeV の偏極電子加速器施設があり、そこで電子散乱を

素粒子原子核研究所

用いた核子構造の研究や、制動放射で制裁される光子を

三部

勉

用いたハドロン生成の研究が行われている。筆者が関わ
っていた当時は、ペンタクォーク探索を精力的にやって

Dr. Tsutomu Mibe

いた。現在はエネルギーを 12 GeV へ上げるアップグレ

Institute of Particle and Nuclear Studies, KEK

ードが進行中である。ワークショップの初日に研究所の
ツアーが企画され、実験施設とそのアップグレードの様
子を見ることができた。筆者が働いていた頃には全く更
地であった場所に超伝導加速空洞の建設のための建物が
建設され、加速空洞の開発・建設が進んでいた。
さ て、 会 議 の 様 子 に つ い て 紹 介 し て い き た い。

Jefferson 研究所では主に原子核・ハドロン物理に関する

研究が主であるが、近年、ニュートリノ振動実験の測定
International Workshop on Neutrino Factories,

精度の向上に伴い系統誤差の主要因になっているニュー

Super Beams and Beta Beams (NuFact 2012)

トリノ - 原子核反応に関する研究も行われている。これ

2012 年 7 月 23-28 日、米国バージニア州 Jefferson

研究所および William and Mary 大学にて、国際ワー
クショップ Neutrino Factories, Super Beams and Beta

Beams (NuFact 2012) が開催された。このワークシ

は原子核の電子散乱のデータを用いて、中性カレントの
ニュートリノ - 原子核散乱の反応微分断面積を見積もる
ものであり、高精度なニュートリノ振動パラメータの決
定に重要となる。パリティを保存しない電子散乱過程か
らワインバーグ角を精密に測定する実験も計画されてい

ョップはニュートリノやミュオンを用いて行う素粒

る。また、光子ビームを用いて 100 MeV 程度の質量の

子実験、ビームライン・加速器技術に関する議論を

未知の粒子（暗黒光子）を探索する実験が計画されてい

する会議で、毎年開催されている。今回の開催期間

る。そのような暗黒光子があるとミュオン g-2 のズレ

は奇しくもロンドンオリンピック開催直前で、筆者

を説明できるとする理論予想がある。また、同様の実験

は日本選手団の出発セレモニーに立ち会うという経

セットアップで true muonium を探索するという測定も

験をした。

提案されていて興味深い。

でいたことがあり、少し紙面を借りて会場となった

セッション（ワーキングループ）に分かれて構成されて

地域の紹介をしたいと思う。今回のメイン会場とな

おり、そのなかの一つがミュオンのワーキンググループ

私事であるが、筆者は 3 年程度の間、現地に住ん

ったバージニア州 Williamsburg にある William and

Mary 大学は米国内では Harverd 大学の次に古い歴

会議はプレナリーセッションの他に 4 つのパラレル

である。海外のグループの報告としては、ミュオントモ

グラフィー、ミュオン捕獲測定実験 (MuSun)、ミュオニ

史を誇る大学である。キャンパス内の建物も歴史が

ック水素のラムシフト計算の紹介があった。後者で議論

国大統領トーマスジェファーソンの出身大学でもあ

フトと電子散乱から計算される陽子の半径と大きく異

る。Williamsburg という町は、合衆国設立前に英国

なる、いわゆる “ 陽子の半径パズル ” である。束縛状態

感じられる趣き深いものが多く見られる。第 3 代米

されたのは PSI で測定されたミュオニック水素のラムシ

が入植して発展した町として知られており、独立戦

QED の計算とその誤差に関する理論的考察がなされた

争の舞台にもなった。現在は町の一部で入植当時の

が、依然として観測された差は説明されない。J-PARC,

様子が再現されており、有名な観光地となっている。 RIKEN-RAL, MUSIC のミュオン施設紹介に関しては、
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ここであえて述べる必要はないであろう。ミュオン
電子転換実験に関して、一言だけ述べるとすれば

PSI の mu->eee 探索実験計画では商用半導体プロセ
スを用いたシリコンピクセル検出器を用いるという

さて、Williamsburg のレストランで入植時代を再

現したバンケットを堪能した後、筆者は BNL へ移
動のため会議会場を後にした。したがって会議後半
の様子はお伝えすることができないが、ニュートリ

紹介があり、そのコストメリットに筆者は驚愕した。 ノ工場の実現へ向けた将来計画などが議論されてい
KEK が中心となって開発している SOI ピクセル検

たようである。興味をお持ちの読者は会議のウェブ

出器技術のライバルになるであろう。

サイト（http://www.jlab.org/conferences/nufact12/）よ
り講演スライドを参照されたい。来年は北京で開催
されることが決まっている。

Jefferson 研究所での集合写真。
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会議自体はいろいろなテーマが混ざったものとい

JIPC2012 (Yogyakarta, Indonesia)

うべきであろうか、私がカバーしきれない発表内容
もあった。物質科学という名のもとに、インドネシ
ア全国から参加者が集まるために、開催者自身も『ま
ぜこぜ会議だよ』とにこやかに認めていた。この会
議はインドネシア国内において大型大学間も持ち回

理化学研究所
岩崎先端中間子研究室

渡邊 功雄
Dr. Isao Watanabe
Advanced Meson Science Laboratory, RIKEN

り的な会議とのことで、今回で第 3 回目とのこと。
今後とも各地で開催されていく計画である。
会場入り口には写真のような横断幕が張られ、受
け付けは担当大学の学生が担い、会議を開催するこ
とで学生にも物質科学の最前線の講演を聞かせるこ
とが大きな目的となっている。いかんせん、2 億 4
千万を超える人口を誇るインドネシアである。大学

ガジャマダ大学

2012 年 9 月 18 日～ 19 日

の規模もすごい。ガジャマダ大はインドネシアで最

も大きい総合大学であるが、学生数 7 万 5 千を数え、
主催の物理学科も学年 200 人と巨大である。このよ

縁あってインドネシアの

うな巨大人口を抱える一方で、経済的にはまだまだ

ガジャマダ大で開催された

途上なので、日本のような教育が行き届くわけもな

国 際 会 議 JIPC2012 に 招 待
され、最近の理研 RAL ミュ
オン施設における μSR 研
究のトピックスに関して講
演を行ってきた。ガジャマダ大のある町は観光で有
名な Yogyakarta である。日本人的にはジョグジャ

く、国際会議等を頻繁に開催することによって学生
を鼓舞している感がある。学生のポテンシャルは高
く、うまく教育を受ければ十分国際的先端レベルで
の競争に耐えられる人材は多いと思う。
インドネシアのどのような会議に参加してもよく
思うのであるが、会場の飾りつけは見事である。講

カルタといったほうがよくわかるかもしれないが、 演者は檀上で決まった場所でトークを行うのである
現地の方々は『ヨグヤカルタ』と発音・表記している。 が、困ったことに自分のスライドがとれも見づらい
ジャカルタから飛行機を乗り継ぎヨグヤカルタへ。 位置に設置され、私が最初のトークであったことも
会議は大学の一講堂を用いて実施された。約 100 名

あり、自分のトークスタイルを保つことができずや

近い参加者に日本から私が、シンガポール・NUS、 や困惑した。インドネシア的には檀上で聴衆へ向
ドイツ・Cologne 大、オランダ・Radboud 大などか

かって固定マイクで話すことが美しいとされている

らも講演者があり、それなりに国際的な雰囲気を醸

のであろうか。このような壇上セットをよく見かけ

し出していた。
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る。私が失敗したからかもしれないが、続くオラン
ダの教授はワイアレスマイクを要求して見事に檀上
から離れてうまくアピールできていた。
いろいろと分野が織り交じったトークが多く、ど
れがどのような評価に値するのか私では判断ができ
なかったが、オランダとドイツの先生のトークは分
野が異なったとはいえ面白いものがあった。片や
レーザーの応用で片や高圧技術の応用である。レー
ザーは世の中の多方面で活用されているが、航空機
に搭載して大気中のオゾンやチリ、有害ガス濃度を
in-situ で分析を可能にする小型分析装置が開発され

ているという報告には驚いた。軍とも組んでやって
いる仕事だとのこと。基礎物理や物質科学を専門に
していると、いかに人類に役立つ仕事ができるかと
ういことによく頭を悩まされることが多い。ある意

Scientific には、正直言って重厚な会議とはいいづ

味、自分の専門とする仕事が人類社会への貢献と直

らいところはある。一方で、優秀な学生さんと出会

結する仕事を選べた人はうらやましく思うこともあ

い、ポテンシャルの高い共同研究者を見つけるとい

る。

う観点からは十分重要性はあると思う。相互コミュ

インドネシアはおもてなしの国ともいえる。会議

があると必ず 10 時と 3 時のティーには大き目のお
やつが付く。朝ごはんを食べてしまってかつおやつ

ニケーションとハイレベルな研究成果のやり取りに
はまだ難しいところもあるが、異国の研究者との付
き合いはまた別の観点から楽しさと重要性がある。

を食べてしまうとランチが胃に入らない。しかし、
みなさんふつうにばくばく食べている。通常は甘目
系の菓子が出ることが多いが、今会議においては写
真に見るように食事とも思われるスナック系のも
のが供された。インドネシアで議論をしていると、
ティータイムを含めてほとんど 1 日中食べ続けてい
る錯覚に陥ることもある。いいのか悪いのかよくわ
からないが、インドネシアの文化をある意味楽しむ
ことができるのではなかろうか。
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する前はまったくその存在を知らなかった。島は全

ICmuSR2012 (Malaysia, Penang)

周 30km 程度の小さい島であるが、マレー半島とは

全長 13km におよぶ橋によってつながれ、工業都市

としての性格を持つ。インテルの CPU（iCore7 等）
のほとんどはここで生産されているとのこと。飛行
機で飛び立った直後、インテルの大きな工場を目に
理化学研究所

することができる。

岩崎先端中間子研究室

渡邊 功雄
Dr. Isao Watanabe
Advanced Meson Science Laboratory, RIKEN

マレーシア科学大学

2012 年 11 月 1 日〜 2 日

USM グループとはインドネシアとの交流を通じ

理研 RAL ミュオン施設においては、μSR 研究に

てひょんなことから派生した。世界でもミュオンの

おいて常にまとわりつく大問題であるミュオンの位

位置計算を生業とする研究者は極めて少ない。実は

置を積極的に解明していく計画を進めている。具体

その数少ない研究者がこの USM にいたことをイン

的には、CIF ファイルから読み込んだ結晶系をもと

ドネシアの共同研究者を通じて知った。2012 年春

に、理研のクラスターコンピューターを活用して結

に初めてお互いコンタクトをとり、4 月には第一回

晶内ポテンシャルを計算するとともに、ミュオンを

の会合を開催し、11 月にこの国際会議を急遽計画

不純物として結晶中に挿入した際の位置計算を行え

した。事態が急展開したには訳があった。このコラ

るプログラムを開発する。さらに、得られた結果を

ボの話がでてこれまた初めて知ったのであるが、理

3 次元的に視覚化することにより、計算を専門とし

研はバイオマスや創薬、そしてケミカルバイオロ

ない一般的な μSR ユーザーがそのプログラムを活

ジー分野ですでに 20 年にわたって USM と深い連

用してより高度な μSR 物性研究を進められるよう

携協力を有し、2012 年春には機関間連携協定を締

にすることを目的としている。現在の理研 RAL ス

結したとのこと。また、その勢いにのって物理や工

タッフにはこの責務を果たす能力を備えた人材がい

学等の他分野の連携協力を模索中であった。我々の

ないので、マレーシア科学大学の計算科学グループ

連携協力はこの要求に極めてよくマッチし、あれよ

とタイアップすることによってこのプロジェクトを

あれよの勢いで国際会議および連携協定の協定書締

推進することとした。

結まで話が進んだ。

マレーシア科学大学（USM）はマレーシア工科
大学と並ぶ科学系大学のマレーシアのツートップを

今回開催された国際会議はこの流れ一貫である。
会議趣旨は明快であり、物質中のミュオン位置に関す

作る。大学規模も大きくマレーシア国内に 4 つの

る情報交換および議論を行うことにある。ミュオン

キャンパスを抱える。我々が連携するグループは

位置情報は極めて重要情報であることが近年業界内

ヘッドキャンパスのあるペナンにある。ペナン島は

EUにおいては特別なファ
で強く認識されてきており、

観光で超有名であるが、実のところ、この話を構築

ンドを組むことによって計算科学の活動を支援する
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EU 側からもミュオン施設より Cotrell 氏が、
またミュ

オン位置計算を推進するグループを代表して De Renzi

氏による講演が行われ、会議のスタートを切った。そ
の後他分野をカバーしつついろいろな方々が報告を
行った。インドネシア側からも有機太陽光発電材料開
発にかかわる μSR 研究を発表するなど、無機・有機
の両方向をカバーするプログラム構成となった。
動きがみられる。事実、この会議に先立って 2012 年
4 月には RAL において EU の μSR 研究者が集まって

ミュオン位置に関する最初の会合を、小規模ながら
も開催している。私もこの会議に参加し、引き続き
USM での会議に参加してくれるよう要請を行った。

一方、日本国内においては理研 RAL を拠点とし
た μSR 研究者の多くがミュオン位置情報に関する
要望を常日頃議論していた。このような状況があっ
てか、ペナンというある意味日本からも EU からも

アクセスがあまりよろしくない箇所での会議にも関

わらず、EU から 5 名、日本から 10 名、インドネ
シアから 5 名の参加者を得、総計 50 名の国際ワー

我々と USM の計算科学グループ間の連携協定に
関しても初日の午後に調印式が執り行われた。ちょ
うど我々と並行して、学生教育を主たる目的とした

クショップを開催するに至った。理研も所属セン

他大学との連携協力会議が執り行われており、イン

ター長を含め、所としてバックアップを行い、協定

ドネシア・マレーシア国内の複数の大学の学長の同

書調印式典も同時開催した。

席をいただきくことができた。理研仁科センターよ

会議日程は 2 日間でさらに 1 日間の島内一周ツ

アーを中心としたエクスカーションを設けた。日本

りは延與センター長と植田参事にご出席いただいた。
マレーシアの慣習として、調印を行う主役（今回の

側からは実験的な μSR の最近の結果に加えて、ミュ
オン位置の要望とその情報があればどのような高度
な議論の展開が可能かどうかのアピールが行われ
た。ミュオン位置計算にかかわる日本側の代表格と
して J-PARC ／ KEK の小嶋氏に会議冒頭における

キーノート講演をお願いした。小嶋氏は最近のミュ
オン位置計算の動向や今後活用できるプログラム等
の紹介を行い、今後のミュオン位置計算の流れる指
針を示してくれた。
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場合日本側では延與センター長）がサインしたこと

エクスカーションも通常とは異なった趣で構成

を見ていたという意味あいを持つ Witness 者のサイ

された。ペナンの有名な産物はかのドリアンであ

ンを同時に協定書中に記入する。植田参事はこの

る。したがって、参加者全員を地元のドリアンハウ

Witness 者である。調印式は無事終了し、引き続き
午後の会議を継続した。

2 日間にわたる会議は USM の強力なバックアッ

スへ連行し、エクスカーション冒頭からドリアンを
味わっていただいた。ペナンで入手されるドリアン
は日本人がイメージするものとは実情がずいぶん異

プのもと行われた。当初は近隣の立派なホテルを借

なる。香も少なく、味もまろやかである。特にペナ

りて実施することも検討したが、予算の関係で断

ン産のドリアンは最高級のドリアンとして珍重され

念。大学の講堂や移動用バスを活用し、全体の費用

るとのこと。事実、島の中心部はほぼドリアン農場

を抑えた。しかし、講堂もバスも立派でかつケータ

であり、島の重要な産業の一つなっている。ドリア

リングも見事なものであった。マレーシアは独自の
文化を持つ。衣服はバティックと呼ばれる民族服が
あるが、インドネシアのそれとはずいぶんことなっ

ンのベストシーズは 7 月。しかし近年 2 期作がは

やって 11 月にもいい品質のものが入手可とのこと。
USM グループががんばっていいドリアンをゲット

て、明るくデザイン性がおおらかで華々しい感を受

してくれ、40 人程度の参加者で 20 個近いドリアン

ける。会議をサポートしてくれた女学生たちのきれ

を消費したのには驚いた。

いなバティックが会議に花を添えてくれた。

小さい島をめぐり、ドリアンファームを抜け、バ
ティックの生産工場を見学しバティックショッピン
グも堪能できた。昼食前の海岸線で小休止をとった
とき、De Renzi 氏が近くのショップで海パンを買っ
ていきなり沖まで泳ぎだしたのには驚いた。ミュオ
ン科学の世界には豪傑が多いいい証拠といえる。私
などまだまだ足元にも及ばない。やや遅い昼食を
Little India（インド人街）でとった。Kapitan という

有名レストランでいろいろなカレー料理が堪能でき
る。マレーシアは複合民族国家である。インド人も
数多く、あちこちにカレー料理店を見るが、クオリ
ティは高く値段は安い。イギリスともインドネシア
とも、もちろん日本とも違ったカレーを堪能できる。
たまたまインド系の新年の時期にあたったみたく、
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街はお祝いに沸いていた。私は開催者の 1 人であっ

今回の会議はまだまだこれから先の長いプロジェ

たことと、エクスカーション中もいろいろと議論を

クトのスタートラインである。今後どのような連

行う必要があったために観光ではできなかったが、 携が生まれてくるかどうかまだまだ不明であるが、
Little India を 30 分ほど 1 人でのんびりと散歩でき
た。思えば、1 人で散歩などここ 10 年以上してお
らず、久しぶりの感覚を楽しむこができた。

理研 RAL ミュオン施設が存在する限りアクティビ
ティは絶えないであろう。EU の方々とも『次の会

議は』と最後に言葉を交わせるほどお互い重要性を
認識しあい、またこのミュオン位置をいう研究テー
マは十分エンジョイできることも理解しあったと思
う。『次』がいつになるか開催できるかどうかも予
算的問題もあってまだまだわからないが、『次』も
またアジアのどこかで開催したいと思う。『食』も
また楽しみである。乞うご期待！！
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1) Introduction

KPS Pioneering Symposium
(Pyeongchang-gun, Korea)

Eunil Won (Korea U)

2) Muon Science in the Project X Era
Bob Tschirhart (Fermilab)

3) Overview of Muon Physics at J-PARC
高エネルギー加速器研究機構
物質構造科学研究所

下村 浩一郎
Dr. Koichiro Shimomura
Institute of Materials Structure Science, KEK

KPS Pioneering Symposium
Muon Physics in LHC Era.
2012 年 10 月 25 日
Pyeong Chang、Phoenix-park Hotel
表記シンポジウムが 2012 年 10 月 25 日に韓国の平
昌郡にあるフェニックスパークホテルで開催された。
平昌郡といってもなかなかピンとはこないが、ドラゴ
ンバレーといえば、スキーをやる人ならば一度はいっ
てみたいところとして有名であり、次の次の冬季オリ
ンピックの開催地として近年、注目を集めている（よ

Naohito Saito (KEK)

4) Baseline Design of the RISP Accelerator Facility
Yongkyun Kim (RISP)

5) MEG+COMET

Satoshi Mihara (KEK)

6) Charged Lepton Flavor Violation at Fermilab
Bob Bernstein (Fermilab)

7) DeeMe

Masaharu Aoki (Osaka U)

8) The next muon/g-2 Experiment
Bob Bernstein (Fermilab)

9) Muon g-2/EDM

Tsutomu Mibe (KEK)

10) MuHFS

Koichiro Shimomura (KEK)

なお本シンポジウムのプレゼンテーションファイ

ルはオーガナイザーの一人である Eunil Won 氏のホー

うである）
。韓国ドラマの「冬のソナタ」のロケ地と

ムページ http://particle.korea.ac.kr/research/kps/index.html

聞くと興味がわく方も多いのだろう。確かに滞在した

から入手可能である。

ホテルの目の前はスキー場で、紅葉の季節だったので

今回はとくに J-PARC と相補的な 2 つのミュオン

気持ちのいい風景が広がっていた。ところでこのシン

施設の構想が聞けたことは大変興味深かった。韓

された。つまり物理学会がこのようなリゾートのホテ

ミュオン源が出来上がることを希望させ、Fermi Lab.

ルで行われているということで、まずは驚いた。

ではこれまでにない高繰り返し（kHz 以上）の大強

ポジムは、韓国の物理学会の 1 セッションとして開催

余談はさておき、読者のなかにはなぜ韓国でミュ
オン関係のシンポジウムがあったのか不思議に思わ
れるか方もいるかもしれない。筆者もこのシンポジ

国のそれは日本のすぐ近くにオーソドックスな DC

度パルスミュオン源の出現を示している。今後の進
展に多いに期待したい。
また今回はミュオン基礎物理に関する話題が中心で

ウムで初めて知ったのだが、今韓国では 600 MeV、 あったが、韓国でミュオンの施設建設を推進する方々
660 mA（0.4 MW）という大強度陽子加速器（RISP） （おもに高エネルギー物理、原子核物理）はミュオンの
の建設計画が認可されその利用方法に関して様々な

物性利用
（mSR、
非破壊分析）
にも興味を持っており、
近々

議論がなされている。その中でミュオンの利用も真

その方面のシンポジムも開催されるとのことである。

剣に取り上げられており、ミュオン基礎物理関係

で現在活発に研究が進められている J-PARC、Fermi

Lab の研究者とともに議論したいというのが本シン
ポジウムの趣旨であった。日本からは KEK の斎藤

さんのオーガナイズのもと、青木さん、三原さん、
三部さんおよび下村が出席した。内容的には、午前
中に 3 つのファシリティに関する総合報告、午後前
半はミュオン稀崩壊、午後後半はミュオン精密測定
の以下のような講演が行われた。
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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

所長が若槻氏から村上洋一氏へと交替した。これに

良典

より「副所長が兼務していた放射光研究施設長を独

Prof. Kadono, Ryosuke

押し進める」という当初の試みは一旦旧に復するこ

Institute of Materials Structure Science, KEK

とになった。また、空席となっていた東海キャンパ

立させ、放射光の将来計画（ERL）をさらに強力に

ス担当副所長に瀬戸秀紀氏が就任することとなり、
本年 1 月 1 日付で副所長二名の体制がスタートして
いる。なお、前回の報告以降、物構研運営会議は

10 月 30 日に開催されており、次回は 2 月 19 日の
予定である。

1. 高エネ機構／物構研の動静
・  予算関係

周知のように、昨年 12 月の衆議院議員選挙によ

・  大規模学術フロンティア促進事業のヒアリング
文科省では、日本学術会議が取りまとめた「学術

り自民党中心の政権へと政権交替が起り、新政府に

研究の大型施設計画・大規模研究計画に関するマス

よる予算編成のやり直しという事態を承けて、平成

タープラン」を参考に、「学術研究の大型プロジェ

25 年度の予算編成が年明けへと大幅にずれ込んで

クトの推進に関する基本構想ロードマップ」を策定

いる。一方で、「経済再生」を掲げる新政権は、年

し、この一部について「大規模学術フロンティア促

「成長による富の創出関連経費」の一環として大学・

している。J-PARC はこのような「促進事業」の一

研究機関にも相当額の予算措置を行った。本機構も

つであるが、事業開始後一定の期間を経たところで

全体として百億円をやや上回る額が措置されてお

主要な研究テーマの進捗状況および成果の評価を行

末に十兆円規模の平成 24 年度補正予算を編成し、 進事業」として 7 つの事業を実際に予算化して推進

り、我々が概算要求を行っていた MUSE

S ライン

い、ロードマップとの整合性や今後の国の支援のあ

の第 1 分岐までの予算 6.05 億円（施設整備費補助金） り方等を検討するとされており、昨年 3 〜 5 月の中
もこれに含まれている。さらに、J-PARC の 1 MW

間評価作業部会とは別に、今後の同事業の年次計画

運転に対応するための施設「性能向上」費の一部が

を策定するためのヒアリングが 11 月 9 日に改めて

やはり補正予算として前倒しで措置され、この中で

科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会

ミュオン回転標的導入のための費用 0.6 億円も執行
される見通しとなった。

一方、平成 25 年度予算については、心配され

た 大 幅 な 減 額 は 避 け ら れ た も の の、 本 機 構 分 の

J-PARC 関連予算は 66.2 億円と今年度並みの内示額
となっており、陽子ビーム出力増大に伴う経費の増
加をどう措置していくのか、課題が残っている。

で行われた。

この席では、斎藤直人 J-PARC 副センター長が発

表を行い、J-PARC 全体の進捗状況と成果の概要、
および先行した中間評価の結果に基づく今後の将来
計画について説明をおこなった。しかしながら、本
促進事業の予算は全体として限られている上に、新
たに立ち上げることが求められている 2 つの事業と
の競争から状況は大変厳しく、最終的な評定では中

・  物構研運営体制の変更

性子・ミュオンについては分光器・ビームラインの

大学へ移動することが決まり、これに伴い物構研副

る。( 図 1 参照 )

2012 年末をもって若槻壮市氏がスタンフォード
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図 1：大規模学術フロンティア促進事業における J-PARC の年次計画設定。

なお、冒頭に触れた平成 24 年度補正予算は、上

・  学術会議「マスタープラン」関連の動き

記のような状況にも関わらず「景気対策」としてビ

現在、日本学術会議では来年度に「学術研究の大

ームライン整備を一部（加速器、ハドロン部分につ

型施設計画・大規模研究計画に関するマスタープラ

いてはすべて）前倒しで実現した形になっているこ

ン」の改訂を行う意向であり、今次の改訂では従来

とを付言しておく。

と異なり公募形式により広く提案を募るとともに、

・  KEK ロードマップ

みを行い、全分野で 200 件程度を「学術大型研究計

学術分野毎に提案を審査して 30 件程度まで絞り込

昨年から各コミュニティーとの意見交換に基づい

て行われている本機構の次期（2014 〜 2019 年）ロ

画」、さらにその中から 25 〜 30 件程度を「重点大
型研究計画」として選定するとしている。

ードマップ策定は最終段階に入っており、2 月初頭

従来、大型計画では物理系の研究計画が占める割合

以降に機構として固まった案がホームページで公開

が大きく、今回のような公募形式による募集と、分野

されている。今後は、この最終案に対する国際レビ

間の公平を前提とした審査・絞り込みについては異論

ューが本年 4 月頃に行われ、その結果を反映したも
のが最終版となる予定である。

もあるものの、ミュオン科学の将来計画については従
来通り中性子分野と共同で J-PARC MLF の将来計画と

してこの選定プロセスに対応すべく、ミュオン科学研
究系としても準備に協力しているところである。
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2. ミュオン科学研究系の動静
昨年リニューアルしたミュオン科学研究系のホー

・  2013A 期ミュオン共同利用一般課題審査

2013A 期の一般課題については、1 月 28 日午前

に開催された物構研 PAC・MLF ミュオン課題審査

ム ペ ー ジ（http://msl.kek.jp/MSL_index.html） で は， 部会合同の分科会で審査され、レフェリーからのコ
機構内の諸々の会議で行っている系の活動報告（2

メント・評点を確認しながら分科会としての最終的

ヶ月毎に更新）を公開しており、半期に一度の「め

な評点による順位付けと採否の判定が行なわれた。

そん」紙上での報告に比べ、オンラインで最新の動
静を見ることが出来るようになっている。この状況

同日午後に開かれた MLF ミュオン課題審査部会

では、2013A 期での運転日数 88 日に対し、装置グ

を踏まえ、以下では最近の情報を中心に重要な項目

ループ利用を 14 日、プロジェクト利用を 10 日とす

をまとめるに留め、詳しくはホームページをご参照

る施設側からの提案が行われるとともに、各分科会

頂くこととしたい。

から持ち寄られた一般課題の審査結果が報告され、
これらに基づき今期の課題採択についての基本方針

2-1

ミュオン関係人事

昨年 8 月末の任期満了に伴い退職した増田哲也氏の

が議論された。

その結果、まず評点が 3.0 以上の課題については

後任として、山内一宏氏が 11 月 1 日付けで本機構の

採択相当とし、2012A 期と同じく出来るだけ多くの

博士研究員として着任しており、主に μSR を用いた

ユーザーが実験の機会を与えられるよう、個々の課

物性研究を推進するとともに、共同利用実験支援等の

題に割り当てられるビームタイムを事前の技術的評

運営業務等にも参加している。また、外部資金による

価に基づいた日数からさらに削減することが合意さ

博士研究員として、新たに平石雅俊氏（元素戦略「電

れ、各課題に対して評点に従った優先順位でビーム

10 月 15 日付）
子材料」
プロジェクト、
、
中津川洋平氏
（科
研費、2 月 1 日付け）が着任した。さらに、専門技術

を持つ研究支援推進員として高橋義知氏が 11 月 1 日

付で着任しており、主に MUSE の計算機・ネットワ

タイムが傾斜配分された。また、課題の要求するビ
ームタイム日数と運転日数との落差が大きいことか
ら、当初提案より装置グループ利用を 2 日、プロジ
ェクト利用を 1 日削減して一般課題の利用日数を

ーク環境強化の仕事をお手伝い頂く予定である。

67 日とし、これを各課題に割り当てることとした。

2-2

択となった。（表 2）

大学共同利用

その結果、26 件の課題中 24 件が採択、2 件が不採

・  2012B 期ミュオン共同利用一般課題審査

2012B 期に応募があった一般課題 27 件のうち、 ・  2013 期ミュオン共同利用 S 型課題審査

課題責任者の所属の問題から受理となった 2 件を

S 型課題については 10 月 1 日〜 11 月 30 日の期

レフェリーによる評点を経て 8 月 8 日に開催され

されている 2 件の二次採択留保課題（2011MS01、

された結果、21 件が採択、4 件が補欠採択となっ

課題（2013MS01、2013MS02）の応募があった（表 3

なお、この審査では、ビームタイム要求総数が

に実験技術評価分科会（物構研・MLF 合同）でヒ

除く 25 件（うち P 型課題希望が 1 件）については、 間で公募が行われ、H ラインでの実験として提案
た MLF ミュオン課題審査部会（同分科会）で審査
た（表 1）。

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

2011MS03）、および S ラインを想定した 2 件の新規
参照）。このうち前者については、昨年 12 月 26 日
アリングによる評価が行われた結果、いずれの課題
についてもまだ技術的な課題が残っているとの結論

クト利用、および緊急課題枠を差し引いた日数）の

に至った。

ムの不足が深刻になっていることから、課題審査委

共同利用課題審査委員会（PAC）では、上記の実験

員長の提案に基づき、各々の採択日数を（評点に配

技術評価分科会からの評価報告に基づく留保課題の

慮しつつ）さらに圧縮し、出来るだけ多くの課題が

審査、および実験課題責任者からのヒアリングによ

2 倍以上と、2012A 期に比べてもさらにビームタイ

引き続き 1 月 21 日に開催された物構研ミュオン

実施可能になるべきという方針の下にビームタイム

る新規課題 2 件の審査が行われた。その結果、前者

の配分が行われた。

についてはいずれの課題についても二次採択を引き

70

「めそん」No.37, 2013 年

春

施設報告

表 1：2012B 期一般課題審査結果

No.
2012B0031
2012B0042

Review
field
Q2
Q2

Principal
Iinvestigator Beamline

Title of experiment

Affilication

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

Koichiro
Shimomura

D1

KEK

Role of interstitial hydrogen in InGaZnOx probed by muonium
hyperfine structure

Ryosuke
Kadono

D1

KEK

D2

Tokyo University of
Science

2012B0043

Q2

Muonium emission from alkali-metal coated tungsten surfaces

Yasuyuki
Nagashima

2012B0061

Q1

μSR study of the magnetic ground state in Bi-2201 high-Tc
superconductor

Tadashi
Adachi

D1

Tohoku University

2012B0062

Q1

Tadashi
μSR study of different magnetic states in electron-doped
Pr1.3-xLa0.7CexCuO4+δ (x=0.10) single crystals depending on the δ value Adachi

D1

Tohoku University

D1

Toyota Central R&D
Labs. Inc.

2012B0063

Q2

Diffusive behavior in Li-deficient olivine-type compounds

Jun
Sugiyama

2012B0065

Q2

Development on non-destructive elemental analysis of planetary
materials by using negative muon capture

Kentaro
Terada

D2

Osaka University

2012B0103

Q2

Atomic process after formation of muonic atom through muon
transfer reaction for nitrogen oxide molecule

Kazuhiko
Ninomiya

D1

Osaka University

D1

Aoyama Gakuin
University

2012B0107

Q1

Chiral Magnetic Structures in inorganic chiral compounds CsCuCl3

Yusuke
Kousaka

2012B0117

Q2

Development of high-rate positron tracking system for muonium
production experiment with high intensity pulsed muon beam

Yoshinori
Fukao

D2

KEK

2012B0124

Q1

Investigation on the magnetic ground state of frustrated spin
system Rb2Cu2Mo3O12

Seiko
Kawamura

D1

JAEA

2012B0178

Q2

Measurement of the Mossbauer gamma-rays from exotic Fe
atoms produced by negative muon capture process

Yoshio
Kobayashi

D2

RIKEN

D1

Hokkaido
University
KEK

2012B0188

Q1

μSR Study on Low-Temperature Anomaly of SmBe13

Hiroshi
Amitsuka

2012B0190

Q2

Search for efficient materials for thermal muonium production
target

Takashi
Nagatomo

D2

2012B0194

Q1

Investigation of The Magnetic States in New Quantum-spin Systems Xu-Guang
Zheng
of Spin-triangular Cu2(OH)3Cl and Spin-tetrahedral K4Cu4Cl10O

D1

Saga University

2012B0195

Q1

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

D1

Saitama
University

2012B0206

Q2

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

Kenya
Kubo

D2

International Christian
University

2012B0207

Q2

Study on muon transfer process in the liquid phase

Kazuhiko
Ninomiya

D2

Osaka University

2012B0221

Q2

Muon spin relaxation measurement of metalliccement:
C12A7 Electroride

Kenji M.
Kojima

D1

KEK

Q2

Development of the micro-cell MWPC for the experiment
searching for a muon-electron conversion

Hajime
Nishiguchi

D2

KEK

D1

JAEA

2012B0222
2012B0233

Q2

Possible shallow muonium state in barium titanate

Takashi
U. Ito

2012B0027*

Q2

Development of on-line muon beam profile monitor(P type)

Koichiro
Shimomura

D2

KEK

D1

Kitasato University

2012B0122*

Q2

Hydration effect on electron transfer process in cytochrome c
and DNA probed by muon labelling method

Yoko
Sugawara

2012B0252*

Q2

Mechanism of hydrogen-induced vacancy formation in
hydrogen storage alloys studied by muon

Mototsugu
Mihara

D1

Osaka University

2012B0258

Q2

Study of novel magnetic ionic liquid crystals

Khashayar
Ghandi

D1

Faculty member

続き留保するとの結論を得た。

なお、一次審査では提案された研究課題の学問上

また、新規課題については、審査の結果 2 件と

の価値、および研究手段の適格性を審査するもので

もに提案された実験の技術的な評価が不十分であ

あるが、2013MS02 については学問上の価値をより

ることから、これらを二段階で審査することとし、 鮮明にするための具体的な研究対象を提示すること
2013MS01 については一次採択、2013MS02 につい

が採択の条件とされた。

ては条件付き一次採択とすることに決した。
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表 2：2013A 期一般課題審査結果
No.

Review
field

Title of experiment

Principal
Iinvestigator Beamline

Affilication

2013A0018

Q2

Precise analysis of electronic structure of the P-heterocyclic
singlet biradical

Ito
Shigekazu

D1

2013A0019

Q2

Dynamics in MgH2 at high temperatures

Sugiyama
Jun

D1

Toyota Central R&D
Labs. Inc.

2013A0036

Q2

Diffusive behavior in Na-based olivine-type compounds

Sugiyama
Jun

D2

Toyota Central R&D
Labs. Inc.

2013A0041

Q1

Coexistence and Competition of Magnetism and Superconductivity in NaFe1-xCoxAs

Shu
Lei

D1

2013A0048

Q1

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

Adachi
Tadashi

D1

Tohoku University

2013A0049

Q1

μSR study of magnetic states in electron-doped Pr1.3-xLa0.7CexCuO4+δ Adachi
Tadashi
(x=0.05-0.15) single crystals depending on the δ and x values

D1

Tohoku University

2013A0082

Q2

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

Shimomura
Koichiro

D2

KEK

Q1

μSR study of annealing effect on the magnetism in T’-sturctured
cuprate oxides

Fujita
Masaki

D1

Tohoku University

2013A0089

Q1

Low energy spin dynamics in d-electron heavy-fermion compound
YMn2Zn20 probed by muon spin relaxation

Kadono
Ryosuke

D1

KEK

2013A0102

Q1

Magnetism and Superconductivity in H-substituted LaFeAsO
with two dome structure.

Hiraishi
Masatoshi

D2

KEK

2013A0104

Q2

Muonium emission from surface treated tungsten

Nagashima
Yasuyuki

D1

Tokyo University of
Science

2013A0106

Q2

Development of high-rate positron tracking system for muonium
production experiment with high intensity pulsed muon beam

Mibe
Tsutomu

D2

RIKEN

2013A0111

Q2

Muon spin relaxation measurement of conductive cement: C12A7
Electrride

Kojima M.
Kenji

D1

KEK

2013A0115

Q1

Anomalous low-temperature magnetism in the intermediate
valence compound Yb4Ge5

Kosaka
Masashi

D2

Saitama University

2013A0128

Q2

Element distribution study of ancient bronze products by muonic
X-ray

Kubo
Kenya

D1

International
Christian University

2013A0145

Q2

Hydration effect on electron transfer process in cytochrome c and DNA
probed by muon labelling method

Sugawara
Yoko

D1

Daido
University

2013A0154

Q2

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

Sakai
Yoichi

D2

International Christian
University

2013A0159

Q2

Development of a micro-cell MWPC for a muon-electron
conversion search experiment

Natori
Hiroaki

D2

KEK

2013A0167

Q2

Mechanism of hydrogen-induced vacancy formation in
hydrogen storage alloys studied by muon

Mihara
Mototsugu

D1

Osaka University

2013A0175

Q2

Investigation of a unconventional hydrogen geometric effect in
hydroxyl salts CO2(OH)3CL and CO2(OD)3CLAND CO2(OD)3CL

Zheng
Xu-Guang

D2

KEK

2013A0179

Q2

Development on non-destructive elemental analysis of
extraterrestrial materials by using negative muon capture

Terada
Kentaro

D1

Osaka University

2013A0191

Q1

Study of time-reversal symmetry breaking and pernetration-depth
of the non-centrosymmetric superconductivity of LaNiC2

Katano
Susumu

D2

2013A0194

Q2

Study of Muon Capture for μ-e Conversion Experiments

Tran Hoai
Nam

D1

Osaka University

nvestigation of dynamics of muonic atom after muon capture by
measuring pressure dependence on muonic X-ray structure

Ninomiya
Kazuhiko

D1

Osaka University

2013A0084

2013A0215

Q2

表 3：ミュオン共同利用 S 型課題 （ハイライトは新規課題、* 印は条件付き採択。）
No.

72

Title of experiment

Spokesperson

Status

2011MS01

Precision measurement of muonium hyperfine structure and muon
magnetic moment

K. Shimomura
(KEK-IMSS)

Approved
(1st stage)

2011MS02

μSR study on the metal-insulator transition of supercritical metals

A. Koda
(KEK-IMSS)

Approved
(1st stage)

2011MS03

Search for muon-electron conversion utilizing pulsed proton beam from
RCS (Rapid-Cycle Synchrotron).

M. Aoki
(Osaka Univ.)

Approved
(1st stage)

2011MS04

Frontiers of research on condensed matter, life science, and particle
physics explored by ultraslow muon microscope

E. Torikai
(Yamanashi Univ.)

Approved
(2nd stage)

2011MS05

Basic study for the establishment of slow negative muon beam

N. Kawamura
(KEK-IMSS)

Approved
(1st stage)

2011MS06

Precision measurements of anomalous muon magnetic moment

N. Saito
(KEK-IPN)

Approved
(1st stage)

2013MS01

Development of general-purpose μSR spectrometer with semiconductorbased optical detectors and measurement of New Element Strategy
samples with new functions

K. M. Kojima
(KEK-IMSS)

Approved
(1st stage)

2013MS02

Study of superconductivity on the strongly correlated electron system
probed by μSR experiments under high magnetic fields

A. Koda
(KEK-IMSS)

Approved
(1st stage*)
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2-3

改修、DΩ1 への実装も無事終わり、10 月 18 日から

MUSE 施設関係

のビーム運転再開と同時にフルセットでのコミッシ

・  D ライン
μSR 分光器（DΩ1）の性能を改善・強化するた

ョニングが開始された。その結果、主としてアナロ

めに先端計測グループと共同で開発を進めてきたア

グ信号処理系の持つ比較的長い時定数によりダブル

バランシェフォトダイオード（APD）ベースのモジ

パルス分解能が予想より低め（〜 70 ns）であるも

ュール型陽電子検出器（ユニットあたり 32 チャン

のの、APD へのバイアス電圧を最適化することで、

レスコープからなる、「Kalliope」と命名）12 台に

増倍管による検出系と同等以上の性能を発揮するこ

ネル／ 16 基のプラスチックシンチレータによるテ
ついては、先に報告した 6 台の電源系統の不具合の

現状 270 kW の陽子ビーム出力の下で従来の光電子
とが確認された（図 2）。

11 月末の実験からは新旧合わせた検出系による

データ収集が行われており、これによって DΩ1 の
陽電子検出効率は従来の 2 倍を超え、データ収集に
要する時間も半分以下に短縮されている。

Kalliope は、オンボードでプラスチックシンチレ

ータ＋ ADP による陽電子の検出からアナログ信号

処理とデジタル化・時間計測、さらに高速イーサネ
ット（SiTCP）によるデータ転送を行うという点で、
従来の素粒子・原子核実験における計測システムの
概念を一新するものである。これにより、今後整備
予定のすべての μSR 分光器にこの高機能性とコン
パクトさを両立した Kalliope が投入され、データ収
集の飛躍的な効率化が図られる予定である。
なお、本件については機構ホームページのハイラ
イト記事として詳しく紹介されているのでそちら
（下記リンク）もご参照頂きたい。
(http://www.kek.jp/ja/NewsRoom/Highlights/20130124170000/)

・  U ライン

U ライン下流では、超低速ミュオン発生装置の整

備が急ピッチで進んでいる。本装置では、ミュオン

生成標的から U ラインを経由して引き出された大
強度の低速ミュオン（〜 4 MeV）を、超高真空中

で高温（〜 2000 K）に熱したタングステン箔に照
射する。するとタングステン表面から真空中に熱エ
ネルギーのミュオニウム（Mu：μ+e-） が放出される

ので、これから電子を解離（ミュオニウムをイオン
化）するためにパルス状レーザー（1s-2p- 非束縛状
態に相当するエネルギー）を照射する。結果として、
高輝度の超低速 μ+ が得られ、後段の超低速ビーム
輸送光学系へと静電加速で導かれる。図 3 は、高温
図 2： ( 上 )DΩ1 に設置された新型陽電子検出系（上流側の 6
ユニット＝ 96 テレスコープ）。（下）コミッショニン
グで得られた μe 崩壊スペクトル。黒が Kalliope、赤が
従来のフォトマル検出系からの信号。
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タングステン箔を格納し、レーザーを導入するため
の Mu チャンバーで、U ライン終端部でアラインメ

ントされ、図 4 の写真中に見える所定の場所に仮設
置されている写真である。
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3. イベント・会議
・  第 4 回 JPARC/MLF シンポジウム

表記会議が 10 月 10 日〜 11 日に日本未来科学館

を会場にして開催された（図 5）。初日冒頭では、
新井 MLF ディビジョン長、文部科学省から来賓と

して出席いただいた原 克彦量子放射線研究推進長、
さらに今年 7 月より J-PARC センター長に就任した

池田 裕二郎氏より挨拶を頂いた後、MLF の施設整
備状況が報告され、引き続き物質材料研究機構の宝
野和博氏による特別講演が行われた。
図 3： 高温に熱した W を格納し、レーザーを導入するため
の Mu チャンバーがアラインメントをし、設置されて

午後からは、中性子散乱によって明らかになった
磁性の新たな側面に関する研究や、現在ビームライ

いる。（漏れ磁場を減衰させるためのエンドガード、

ン建設が進められている超低速ミュオンによるサイ

磁気遮蔽体に囲まれている。）

エンスの展望についての発表があり、その後、ソフ

トマター、物性、環境・エネルギーの 3 セッション
で発表が行われた。2 日目には、考古学や材料科学
への応用として、貴重な試料の非破壊分析や金属の
残留応力測定などの講演があり、その後は、茨城県

の所有するビームラインによる成果発表会と MLF
ビームラインによる物性に関する研究、装置開発に
関する発表が行われた。 また、ポスターセッショ

ンでは、約 80 件の発表と企業による展示があり、
活発な議論が行われた。
シンポジウムの最後では、MLF に対するユーザ
ーからの要望・提案を受けるセッションが設けられ、
施設運営側との意見交換が行われた。
図 4：U ライン終端部の様子。写真左上に見える隅の一角が
図 1 の Mu チェンバーの設置位置（写真は Mu チェン
バーを取り外した状態）。

・  MLF スクール 2012
中 性 子・ ミ ュ オ ン 合 同 に よ る 表 記 講 習 会 が、

2012 年 12 月 18 日〜 21 日と東海キャンパスで開催
された。ミュオンが参加しての初めての講習会であ
ったものの、μSR 実習の事前の人気は高く（第一希

望者 9 名）、最終的に当初の受け入れ予定の 3 名を
これらの超低速ミュオン発生装置は新学術領域
「超低速ミュオン顕微鏡」（代表：鳥養映子）の主
要な実験装置の一つとして設計・製作が進められ

超える 5 名を受け入れて実習を行った。これにより、
実習生は全体で 24 名となったが、その内訳は学生
が 9 名、研究者が 15 名（うち企業から 6 名）とな

ており、既に、前述の「Mu チャンバー」に加え、 っている。
共鳴イオン化されて生成される超低速ミュオンを

初日は「入校式」
、記念撮影（図 6）と放射線安全

30 keV に加速し、実験エリアまで輸送する「超低

教育、歓迎会が行われ、2 日目午前に講義で一通り

速ミュオンビーム輸送系」も納入されている。な

の予備知識が与えられた後、午後からは各ビームラ

お、これら装置の本格設置に関しては、U ライン

インでのビームを用いた実習実験が始まり、翌 20 日

のコミッショニングが一段落した後を考えており、 の終わりまでデータ取得と解析等が行われた。最終
2013 年 1 月末〜 2 月を予定している。
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日午前には、各実習チームから実験結果の報告会が
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行われたが、いずれの発表もレベルの高いもので、
受講生の熱心さが強く印象に残る講習会となった。
・  RCNP/KEK-Muon 科学ワークショップ
阪大核物理研究センター（RCNP）では、現在サ

イクロトロンで加速可能な 200 MeV の陽子ビーム
を用い、ミュオンを比較的大強度で取り出す実験プ
ロジェクト（MUSIC）が阪大を中心とした研究グ
ループによって進められており、将来的にはこれを
物性分野でも利用する可能性が検討されている。特
に、ミュオンを生成標的から大立体角で捕獲・輸送
図 5： 第 4 回 MLF シンポジウムの会場風景。

するビームラインの概念は J-PARC の U ラインとも

共通点が多いことから、ミュオンの発生とその利用
に関心を持つ阪大・KEK 周辺の幅広い分野の研究
者が集まり、ビームライン開発を軸に表記のような

研究会が 1 月 6 日〜 8 日に KEK つくばキャンパス

（小林ホール）で行われた（図 7）。

ワークショップで提供された話題は素粒子・原子
核物理から関連するビーム加速、低温技術、さらに
は非破壊元素分析と多岐に渡り、ミュオン利用の多
彩な側面を俯瞰するよい機会となった。また、物性
利用においてもサイクロトロンをベースにした直流
ミュオンビームへの関心は高く、J-PARC で供され
ているパルス状ミュオン利用とも相補的な役割を担
うことから、これが日本国内で利用できる可能性に
ついて参加者から期待する声が聞かれた。

図 6： MLF スクールの参加者 ( 上 )。ミュオン D1 エリア内
で実験準備を行っている様子（下）。
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図 7： Muon 科学ワークショップの会場風景。
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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

理研 -RAL 支所

石田 勝彦

Dr. Ishida, Katsuhiko
RIKEN, Nishina Center for Accelerator-Based
Science, RIKEN-RAL Brunch

(1) 2012 年後期ビームタイム実施記録

・ 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 5 課題（内レーザー照射 μSR

実験 1 件）
、英国側ミュオン物性 1 課題（レーザー

照射 μSR）、超低速ミュオンビーム発生実験 1 課題
を実施した。
・ 2012/3 サイクル（2012 年 10 月 2 日～ 11 月 1 日）
理研側ミュオン物性 5 課題、英国側ミュオン物性

3 課題を実施した。

(3) 2013 年以降の実験課題募集

次回 PAC 開催日および実験課題募集は決まり次

第ご連絡する。
(4) 国際協力

マレーシア科学大学（Universiti Sains Malaysia：

USM、ペナン , マレーシア）との研究協力協定書締

・ 2012/4 サイクル（2012 年 11 月 20 日～ 12 月 20 日） 結、同時に国際会議を開催した（ICmuSR2012）。こ
理研側ミュオン物性 6 課題、英国側ミュオン物性

2 課題、超低速ミュオンビーム発生実験 1 課題を実
施した。

の協定書は、ミュオンスピン回転 / 共鳴 / 緩和（μSR）
科学の分野での研究活動を促進するためであり、
2012 年 11 月 1 日に調印した。特に人的交流、研究

や施設に関する情報交換、講演会・研究会の合同
(2) 第 9 回実験課題採択委員会 (ML-PAC)

第 9 回仁科加速器研究センター物質・生命科学実

開催、RAL 施設と USM の計算科学との融合による
μSR 研究の高度化を目指したプロジェクトの展開等

験課題採択委員会を 2012 年 9 月 4 日、5 日に開催し、 の協力を推進する（期間 3 年間）。仁科センターよ
ミュオン研究課題は 23 件が審査された。引き続い

て 9 月 6 日に成果報告会を開催し、12 件の実験課

題を選抜し、その成果報告を行ってもらった。今後

は PAC に連動した形で小規模な成果報告会を開催

り延與センター長および植田参事が USM を訪問し
協定書への調印を行った。同時期に学生の教育を主
目的とした複数の大学による持ち回り式の会議が開
催されており、この会議の開催式へ出席していたイ

していく計画である。すべての実験成果の報告は求

ンドネシアの 2 大学の学長にもご同席賜った。また、

めずに、公表された成果をもとに理研側で課題を選

在ペナンの日本領事館の主席領事（領事館次席）に

抜して報告を依頼する予定である。

もご列席いただき調印式を行った。
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(5) 2013 年前半の ISIS ビームタイム予定

2012/5：2013 年 2 月 19日 ～ 3 月 28日（38 日）

2013/1：2013 年 5 月 14 日 ～ 6 月 13 日
（31 日）
（予定）
2013/2：2013 年 7 月 9 日 ～ 8 月 8 日
（31 日）
（予定）
2012 年度第 5 サイクルはすでに計画は組まれて
いる。しかしそれ以降は公表されたサイクルがまだ
確定されていない。しかしながら、今後これらの予
定を前提としたマシンタイムの策定を行う予定であ
る。
(6) ポート 4

ポート 4 はすでにスペクトロメータが設置されな

がらも共同研究には供されていない。近年、ポート

4 周囲の実験用プラットフォームやクライオスタッ
ト設置機構が整備されたことを受け、このエリアを
より簡便かつ利用条件がよい環境下において実戦解
放するために、データ収集系の更新がおこなわれる。
現在の予定では秋の第 3 サイクルから新しい DAQ

環境の稼働試験を開始し、年内には実際の実験に供
する計画である。新しい DAQ を用いることで、現
協定調印式に合わせて μSR に関する国際会議を

開催した。2012 年 4 月に ISIS で開催されたミュオ

在ダブルパルスで時間あたり 100 Million Events 程
度のミュオンカント率が大幅に増加することが期待
される。

ン位置計算の国際ワークショップの拡大版的位置づ
けの会議である。このため、遠隔地であるにも関わ
らず EU より 5 名、日本より 10 名、インドネシア
より 5 名を含めた約 50 名の参加者があった。

文責：石田勝彦
写真・補足：渡邊功雄

今後は、ISIS を中心とした EU グループと連携を

保ちつつ継続した会議を開催予定である。詳細は今
号の『国際会議に参加して』のコーナー記事を参照
のこと。
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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

1. J-PARC、D1 実験エリアにおいて、「プロジェク

ト研究」として希土類化合物や酸化物の μSR 実験
を行っている。

2. J-PARC ミュオン施設において実験機器の整備を

Dr. Higemoto, Wataru

行っている。今期は伊藤を中心に KEK、東京大学

Advanced Science Research Center, JAEA

と共同で高コントラストな映像増強管である「イメ
ージインテンシファイア」を用いたビームモニター
系の開発を行い、分光器位置でのビーム像の取得に
成功した。今後分光器付近でのビームオプティクス

原子力機構では、大部分が震災から復旧し研究開
発が行われている一方で、原子炉等の再稼動はまだ

を実測することで、低ノイズ計測システムの構築等
に有意な情報を得ていく。

行われていないなどもあり、震災前の状況に戻るに

また、超低速ミュオンを用いた実験を行うため

は至っていない。現在でも構内の各所で工事が行わ

の整備を進め、μSR 実験用分光器機器の製作を行っ

れており、免震重要棟の建設なども進んでいる。今
年度我々は 5 年間の中期計画の 3 年目にあたり、中
間評価が行われた。
ミュオンを用いた研究に関しては、以下のよう
な活動となる。

78

ている。今期で超低速ミュオンを用いた μSR 実験

を行うための基幹部分が構築されることになり、現
在各機器の準備を急ピッチで行っている。それと共

に U ラインの制御系の構築、特に EPICS を用いた
監視システム等の整備を行った。
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J-PARC ミュオン施設報告
J-PARC MUSE

J-PARC センター

ミュオンセクション

ミュオン wg グループ

三宅 康博

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

大強度パルスミュオン源を有する J-PARC MUSE でのみ実現可能な大強度超低速ミュオンビームラインの建設に
向けて、大強度低速（表面）ミュオンを引き出す U ラインの建設に邁進している。U ラインの内、ミュオンビー
ムライン部（スーパーオメガチャネル）の建設が完了し、これまで世界最高強度のパルスミュオンを誇っていた
D ラインを 1 桁以上凌駕する表面ミュオン（6.4×10 /s ＠ 212 kW）強度を確認した。また、
新学術領域科学研究費（鳥
7

養領域代表）の枠組みで、超低速ミュオン顕微鏡実験装置の整備が進んでいる。10 月には、超低速ミュオン顕微
30 keV ミュオン輸送系が納入された。設置を 2013 年 1 月中旬に予定している。また、
鏡の根幹部の Mu チャンバー、
今年度、最大の難事業であった S ライン、H ラインの放射化の激しいトンネル内の機器の設置も無事に完了した。

大強度パルスミュオン源を有する J-PARC MUSE
でのみ実現可能な大強度超低速ミュオンビームライ
ンの建設に向けて、大強度低速（表面）ミュオン

1. U ライン、超伝導湾曲ソレノイド電磁石
U ラインの最重要ビームラインエレメントが超伝

（2×10 /s）を引き出す U ライン（スーパーオメガチ

導湾曲ソレノイド電磁石である。ミュオン標的近傍

ャネル）の建設を行っている。世界最高強度のパル

で放射化が激しいビームライントンネルに設置され

8

スミュオンを引き出す D ラインを 1 桁以上凌駕す

るミュオンビームラインである。図 1 は、MLF 第 2
実験ホール MUSE のレイアウトであり、D ラインに

る為に先頭部には、耐放射線性を考慮した設計がな
されている。本電磁石は、機構長留保金を頂き、超
伝導低温工学センターの力強い協力の元、製作され

隣接して、
北側
（図中左側）
に U ラインが設置される。 た。国際調達の結果、東芝が受注したが、当初工場
ミュオン標的

超伝導崩壊ソレノイド電磁石

導
伝
超

超低速ミュオン輸送系

軸

収

束

電

磁

石

ライマン -α レーザーキャビン

Mu チャンバー
超低速ミュオン顕微鏡装置

D- ライン
高速（崩壊）
・低速（表面）ミュオンビームライン

MIC ソレノイド電磁石
超伝導湾曲ソレノイド電磁石

超低速ミュオンビームライン

U- ライン

3 GeV 陽子ビーム

U ラインレイアウト。
図 1： MUSE 第 2 実験ホール D ライン、
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図 2： 超伝導湾曲ソレノイド磁石の搬入設置を祝っている
関係者。
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検査での初期性能として、スペックの 83A 励磁試験

3. U ライン、スーパーオメガミュオンビームライ

をクリアできなかった。結果として、補修・改造の

ンコミッショニング

ために、本超伝導電磁石の完成は遅れたが、今年度
7 月 5 日に無事、J-PARC に搬入された。その後、リ

ス ー パ ー オ メ ガ ミ ュ オ ン ビ ー ム ラ イ ン は、 ①

MIC 常伝導ソレノイド磁石、②超伝導湾曲ソレノ

ーク試験・励磁試験も滞りなく完了し、M2 トンネル

イド磁石、③超伝導軸収束系（3 セットの ± 400 kV

石の搬入設置を祝っている関係者の記念写真である。

③の超伝導軸収束系の設置を完了したのは、直前で

内に挿入された。図 2 は、超伝導湾曲ソレノイド磁

2. U ライン超伝導軸収束ソレノイド電磁石系
超伝導湾曲ソレノイド電磁石の下流部に接続され

る超伝導軸収束ソレノイド電磁石系は、平成 22 年

の DC セパレータ含む）から構成されている。特に
あったが、なんとか 2012 年 10 月 17 日の秋期ビー

ムタイム開始時から、ビームコミショニングを開始
することができた。
コ ミ ッ シ ョ ニ ン グ に は、3 セ ッ ト の ビ ー ム プ

ロ フ ァ イ ル モ ニ タ ー（31×31 array, 23×23 array,

度補正予算で予算化され、国際調達の結果、東芝が

15×15 array, φ2 mm プラスティックシンチレータ）

受注した。超伝導低温工学センターの力強い協力の

と、ミュオンの数を測定するプラスティックシン

元、製作され、J-PARC には 2012 年 8 月 -9 月にか

けて納入された。最終設置位置への精密なアライン

チレータ（光電子増倍管）並びにイメージングプ
レートを用いて、①−③のすべてのコンポーネン

メント・設置作業を秋期ビームタイムのほぼ直前に

トの設定値の最適化を行った。図 4 に、コミッシ

完了させることができた。

ョニングに使用したプロファイルモニターのポンチ

本件の最重要なコンポーネントは、超伝導収束系

に組み込まれる 3 セットの ± 400 kV(800 kV) の静電
セパレータ・補正コイルシステムである。ミュオン
の約 100 倍の収量がある陽電子を分離するために用

絵を示す。これらの 3 種のプロファイルモニターに
より、ミュオンビームの最適化を計り、標的位置で
のビームプロファイル測定の結果が図 5 である。上

図は、プロファイルモニターによる x 軸、中図は、

いられる。セパレータの高圧電源は、ニチコン（株） y 軸、下図は、イメージプレートによる測定であり、
が入札し、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) の性能が達
成されている。図 3 は、納入され、所定のビームラ

sx = 34 mm, sy = 38 mm が達成されている。最後の収
束系電磁石の設定値により、ビームプロファイルが
変化する様子を見ることができる。

イン位置に設置が進められている超伝導湾曲軸収束
磁石系写真である。

図 3： 納入され、所定のビームライン位置に設置が進められ
ている超伝導湾曲軸収束磁石系。
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図 4： U ラインビームプロファイルモニター。
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また、実際の標的を設置する標的位置に到達して
いるミュオンの収率を陽電子テレスコープで測定し

たところ、6.4×10 /s ＠ 212kW のミュオンが到達し
7

1.5

ていることを確認できた。このミュオン強度は、こ

1

れまで、世界最高強度のパルスミュオン強度を誇っ
た D ラインを 20 倍上回るものであり、世界最高記

0.5
0
-100

録を更新することができた。
-50

3

0

x /mm

50
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超低速 m+ ビームを得る為の次のステップでは、
生成標的から引き出された大強度低速 m+ を、高温

1.5

に熱したタングステン箔に打ち込む。次に、タング

1

ステン表面から真空中に蒸発してきた熱エネルギー

のミュオニウム (Mu：μ+e-) から電子をはぎとる為

0.5
0
-100

4. 超低速ミュオンビームライン

-50

0

y /mm

50

100

に、パルス状レーザー（1s-2p- 非束縛状態）を照射
する。結果として、高輝度の超低速 μ+ が得られる。
これらの実験装置は、鳥養新学術領域代表の下 , 進
められている “ 超低速ミュオン顕微鏡計画 ” で設計・
製作が推し進められている。既に、高温に熱したタ
ングステン箔を格納する “Mu チャンバー ”、共鳴イ
オン化されて生成される超低速ミュオンを 30 keV
に加速し、実験エリアまで輸送する “ 超低速ミュオ
ン輸送系 ” が納入されている。本格設置に関しては、
スーパーオメガミュオンビームラインのコミッショ
ニングが終了してからを考えており、2013 年 1 月中

旬からを予定している。図 6 は、高温に熱した W

を格納し、レーザーを導入するための Mu チャンバ
図 5：最適化されたビーム収束位置のミュオンビームプロ
ファイル。sx = 34 mm, sy = 38 mm。

ーがアラインメントされ、所定の位置に仮設置され
ている写真である。

5. S ライン、H ラインのトンネル内整備
2012 年夏期シャットダウンの間に、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。
S ラインでは、SQ1-3, SB1 に引き続き、SQ ４-6 の
トリプレット四重極電磁石ならびに接続用ピローシ
ール、ダクト、遮蔽体等が設置された。また、H ラ
インでは、標的近傍のフロントエンドに位置する軸
収束 MIC ソレノイド電磁石 HS1, 引き続き、ケーブ
図 6：高温に熱した W を格納し、レーザーを導入するため
の Mu チャンバーがアラインメントをし、設置されて
いる写真である。漏れ磁場を減衰させるためのエンド

ルラックの下に位置する HS2 並びに、HB1 偏向電
磁石、これらに付随する鉄遮蔽体、ガイド機構の
設置が行われつつある。H ライン先頭部では、4 体

ガード、磁気遮蔽体に囲まれている 。
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の鉄遮蔽体を撤去して、HS1, HS2 電磁石の設置を
行わなければならない。特に、先頭部の鉄遮蔽体
は、高度に放射化しており、3 ヶ月冷却した後でも、
350 mSV/h を上回っているために、最も高いところ

では、数百 mSv/h-Sv/h 空間線量がある可能性が大
きい条件での設置作業であった。従って、周到な準
備を整えての設置作業が行われた。図 7 は、最難関
の HS1 を設置している際の写真である。

図 7：		MUSE 施設、M2 トンネルにおいて、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
標的近傍の整備を行っている。写真は、特に、トンネ
ル内の空間放射線強度が高い（数百 mSv/h-Sv/h）領域
におけるビームライン根幹部である HS1, HS2, HB1 の
設置が進行している写真である。
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日本中間子科学会事務局からのお知らせ
・2013 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、2013 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、(1) 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、または

(2) ゆうちょ銀行のインターネット口座（下記）にお振り込み下さい。

なお、振込手数料は各自でご負担頂くようお願い申し上げます。
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

・日本中間子科学会総会開催のお知らせ
日本物理学会第 68 回年次大会 広島大学東広島キャンパス XS 会場にて、日本中間子科学会総

会を開催します。J-PARC、RIKEN-RAL や日本原子力研究開発機構先端研の状況等についての情
報交換を行いますので、入会希望の方もお誘い合わせの上御参集下さい。
なお、当日は本機関誌を御持参下さい。
日程および場所
・日本中間子科学会総会（広島大学

東広島キャンパス）

3 月 26 日（火） 17:30 〜 20:00 XS 会場
予定議題

・会長挨拶

		 ・議長・書記

選出

1. 若手奨励賞授賞式

司会：小池

		 ・受賞記念講演
2. 報告事項
・選挙報告
		 ・学会活動報告
		 ・委員会報告
・施設報告
		 ・プロジェクト報告
3. 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”
てしまい長蛇の列に… 思い出そうとしても、男性のポ
本号が私の編集する最

ツリと言った一言が思い出せない。思い出せないような

後 の 号。2009 年 か ら 2

言葉なのに、わざわざ振り返って口論となる。その後は

期 4 年間もよくやってき

朝から反省しきりでした。

たものだと思う。せっか

後から振り返ってみると、よせばいいのに何であの

く な の で、2009 年 当 時

時は…ということがあります。以前は、お酒を飲むと記

の自分の写真と今の写真

憶のあることの方が少なかった（ような気がします）が、

を並べてみた。左が 2009 年で右が 2013 年。まぁ、当然

今回は、シラフで、しかも朝から… 心に余裕を持てる

このとであるが大差はない。間違い探しをしみると、左

ように精進したいです。（今のところ、ユーザー支援業

耳上の頭髪がやや沈下したように見える。もみあげの刈

務に支障はありません）

り上げ方もやや薄くなったか。おかげで耳が大きく見え

さて、渡邊編集委員長のもと、2 期で 3 年間（2 期目は

る。髪はより白くなった（かな？？）。ボトルネックのシャ

途中からのため）務めた編集委員も今回が最後となりま

ツも 2013 年になって初めて着用した。暖かくて重宝し

した。渡邊さん、中野さん、市村さんにはとてもお世話

ている。耐寒温度が上がってしまったのであろう。こう

になりました。どうもありがとうございました。今後は、

やってみると自分にもゆっくりではあるがちゃんと時間

新委員による「めそん」を楽しみにしています。
（次期委

は流れている。『めそん』も振り返ってみると多大な時

員にプレッシャーをかける時点で、
まだ心に余裕がない ?!）

間が流れた。数多くの方々の協力のもとに数多くの原稿

（CROSS：大石 一城）

を掲載することができた。編集作業は大変であったが、
中野さん、大石さん、石田さんそして市村さんの多大な
る尽力によって無事ここまでたどりつけた。最後になる
が、心より感謝申し上げる。ありがとう。
（理研：渡邊 功雄）

ロシアに落下した巨大隕石には驚か
されました。被害に遭われた方もた
くさんおられるようですので不謹慎
かもしれませんが、まるで SF 映画

先 日 の 朝、 水 戸 駅 の

のような壮大な映像にロマンを感じ

エスカレーターを歩いて

ざるを得ません。多忙な日々におい

登っていると、途中で白

ては忘れがちなこと．地球は宇宙空間を周回するちっぽ

髪の男性が中央部分に仁

けな惑星に過ぎないということ。また、本号を編集する

王立ち状態で立っていま

にあたり、宇宙線ミュオンに関する記事を興味深く拝読

した。男性の後ろから笑

しました。物性屋の私にとっては、知識としては知って

顔で「すみません」と声

いても、手のひらに毎秒 1 個降り注ぐミュオンを日常的

をかけるも無視。聞こえなかったかな？ともう一度声を

に意識することはありません。私のいる建物のエントラ

かけ、右側を通り過ぎようとしたところ、「エスカレー

ンスにはスパークチェンバーが展示されているのです

ターは歩くところじゃないよ」と声をかけられました。

が、久しぶりにそれを眺め、ああミュオンが降り注いで

私は「すみません」と通り過ぎようとしたのですが、そ

いるのだなぁと、宇宙からの贈り物に思いをはせました。

の時、男性が一言ポツリと発しました。よせばいいのに、

そして、その宇宙からの贈り物を使ってこの大地の活動

私はその一言で朝からスイッチが入ってしまい、男性の

（火山）を見てやろうというのは、なんと面白い話でしょ

わきを通り過ぎてから振り返り、「右側は歩く人、左側

うか。人間ってすごいな、とも思うのです。さて、中休

は立つ人、お互い譲り合いましょう」と言ってしまいま

みもありましたが 3 年半に渡って編集に携わらせていた

した。すると男性は、「それはあなた達若い人が勝手に

だいたこの「めそん」とも一旦お別れです。みなさま、

決めたことでしょう！」と反論。そんなやり取りをして

どうもありがとうございました。

いる間に、男性の後ろには右側を歩いていた人が詰まっ

（大阪大学理学研究科：中野岳仁）
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