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巻頭言

第 4 期会長就任にあたって：
今そこにある危機

杉山
（株）豊田中央研究所

純

主席研究員

Dr. Jun Sugiyama
Toyota Central R&D Labs

〒 480-1192 愛知県長久手市横道 41-1

今年 4 月に会長に就任した直後は、中間子科学に関係する多くの方々の努力のおかげで、日本の
中間子科学会には「ばら色の未来」が約束されていると感じていました。もちろん、理研 RAL の将来、
阪大サイクロトロン施設との共存共栄、ミュオン関係のポスト拡大と、課題が山積みであることも
認識していました [1]。
しかし 5 月 23 日に起きた J-PARC の放射線被爆・漏洩事故により、甘い期待は吹き飛んでしま
いました。現状では今回の事故の中間子科学への影響がどの程度になるか、予想がつきません。ま
た仮に再発防止策や安全対策が「いわゆる満足できる水準」に達しても、J-PARC 近隣に居住され
る方々の了解を得ない限り、運転を再開できないのは当然と思われます。
翻って今回の事故の背景を考えてみると、常日頃から行っている実験や研究の裏に潜む危険要因
に対して、鋭敏であり続けることが如何に難しいかを実感します。また研究資金や終身雇用権を得
るための熾烈な競争を考えると、危険要因を理解していても、それを無視あるいはその裏側には甘
美な果実があるかもしれないと感じて行動する人間が「ある割合」で存在しそうです。若干論理に
飛躍があるのですが、その根幹はデータや論文の捏造と同一なのかもしれません。
何れにしても、この割合を零にするのが、各研究機関や大学で指導的な立場に有る方々の役割で
す。特に今回の被曝量や漏洩量と引き起こされた結果を比較すると、加速器実験で「そこにある危
機」を無視して失うものは余りに巨大で、最初から避けるべき勝負であることは明白です。
今回の事故を、中間子科学に携わる全ての研究者への大きな警鐘とし、さらに後輩に確実に伝承
して、2 度と同様な事態を起こさないことを、中間子科学会としても宣言する時期であると思います。
逆に、「そのような矜恃を保った研究者集団でないと、いずれ世の中に受け入れられなくなる。」
と言うのが、今回の事故の最大の教訓なのかもしれません。
[1] http://www.jmeson.org/
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三宅康博、杉山純、渡邉功雄、久保謙哉、小嶋健児、
秋光純、岩崎雅彦、小池洋二、西田信彦（以上 14 名）
・ 会長指名委員として石田勝彦、齊藤直人、網塚浩
の 3 名を選出

日本中間子科学会総会議事録

3-4

施設報告 委員会報告

(1) MuSIC—物性用ライン整備計画について：（中野、
佐藤）
時：2013 年 3 月 26 日（火）17:30 〜 20:00

日

所：日本物理学会総会広島大学 XS 会場

場

出席者（順不同、敬称略）：

・ 大阪大学の中野氏、佐藤氏より、阪大 RCNP にお

いて進められている MuSIC における μSR 実験施設
整備計画について説明があった。

・ ユーザーサポートについては KEK や物性研の様な

牧村、下村、石田 ( 勝 )、青木 ( 正 )、松崎、

共同利用施設と同様に行われる。

中村 ( 惇 )、西山 ( 純 )、西山 ( 樟 )、山内、菅原、 (2) J-PARC/MLF 施設利用委員会：( 杉山 )
松田 ( 恭 )、佐藤 ( 朗 )、中野、杉山、永嶺、

元素戦略等をどう取り扱うか議論となったが、結論

平石、藤原、齊藤 ( 直 )、AmbaDatt Pant、三部、

は出なかった。

鄭、中西、足立、川股、河村 ( 成 )、小池 ( 洋 )、 (3) KEK（門野）

鳥養、三宅、小嶋、宮崎、門野、秋光、大石、 ・ D-Line の新型検出器 KALLIOPE、U/S/H-line の建設
幸田、髭本、二宮、久保、竹下、岩崎、豊田

状況についての報告があった。
(4) KEK- 東北大連携（小池）、KEK- 北大連携

総会に先立ち若手奨励賞授賞式が行われ、受賞者の竹

・ 東北大学において、人材育成を目的とした放射光、

下氏により受賞記念講演が行われた。なお、もう一人

中性子、ミュオンといった量子ビーム施設を使っ

の受賞者の友野氏は欠席。

た研究連携が始められた。ただし SPring-8 に関し
ては当面対象としない。

会長挨拶（鳥養）

1.

(5) 理化学研究所
・

議長・書記選出

2.

仁科センター（石田）

詳細は「めそん」参照とのこと。

(6) JAEA（髭本）

議長に KEK の幸田氏、書記に KEK の宮崎氏を選出。 ・

詳細は「めそん」参照とのこと。

(7) J-PARC（三宅）

報告事項

3.
3-1

平成 24 年度活動報告（鳥養）

・ 施設整備支援活動として、J-PARC 評価部会及び日本

・ U-line、
特にレーザーの搬入についての報告があった。
・ D-line では年間 100 日くらいユーザー利用が行われ
ている。

学術会議大型計画マスタープランに対応すると共に、 ・ 2013 年度は 8 月から約半年間シャットダウン。来
ミュオン施設整備を 3 年延期案に対する議論およ
び理研 RAL 施設の運営に対する要望活動を行った。

年 1 月から実験再開の予定で、その実験公募は 4
月以降に募集案内が出される予定。

・ MLF シンポジウムの共催

(8) J-PARC 利用者懇談会：（杉山）

・ 若手奨励賞選考

・ 活動方針の検討が行われた。

・ 若手ネットワーク立ち上げ準備

(9) J-PARC 利用者協議会：（杉山）
・ 有償利用の値上げについての説明があった。

3-2

会計報告（小嶋）

・ 2012 年度の会計報告があり、承認された。
3-3

運営委員選挙結果報告（久保）

・ 選出者は以下の通り
髭本亘、鳥養映子、門野良典、下村浩一郎、松田恭幸、

2

(10) MuSAC/IAC：（杉山）
以下の様な問題点の指摘があった。
1) 現状では科研費申請資格の無い企業は、KEK の
ミュオン施設を使用出来ない。
2) 中性子は KEK、JAEA、茨城県、CROSS と多く
の組織があり、そのため様々なユーザーの受け入
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れ窓口が広く、特に企業に対しての窓口が広い。 4. その他
一方ミュオンでは、KEK のみであり、中性子と

・鳥養会長より、4 年間の任期終えての挨拶。

比べて窓口が少ない。
3) データが J-PARC の外部から見られない。自動測
定ソフトにバグあり、結果的に実験が 24 時間勤
務になる。

平成 25 年度活動に向けての審議事項

5.
5-1

平成 25 年度からの新体制について

(1) 新会長挨拶（杉山）

4) アクチノイド系の実験をできない。

・ ユーザー数を増やしたい。2 年後には、会費納入会

・ 3. について、今後改善される。

・ 成果の見せ方の工夫。中間子科学会 Web 上でまと

5) 緊急ビームタイム制度の導入

・ 5. については既に制度としてはあるが、実際に

員を 150 名まで増やしたい。
めて見られるようにしたい。

申請して運用する時には使い勝手が悪い面が多

・ 選挙制度と会費の改正を行っていきたい。

くなる旨の説明が三宅氏、門野氏からあった。

(2) 新運営体制紹介：（杉山）

(11) 仁科センター（門野）

会長：杉山，副会長：秋光，久保，松田、

・ 今回はなし。

庶務委員長：髭本，会計委員：小嶋

(12) その他

会誌編集委員長：網塚

MLF シンポジウム：（幸田）

・2012 年度は 10 月に東京の科学未来館で行われた。 5-2
・2013 年度は、J-PARC の国際シンポジウムに合流
する予定。

日本学術会議協力学術研究団体への申請につ

いて（杉山）
・ 日本学術会議からの各種情報は、協力学術研究団体

ミュオンと加速器科学研究会：（〇佐藤，三宅，石田）

に伝達される。これまで加盟していなかったので、

・1 月 5 日～ 7 日に KEK で行われた。
物構研サイエンスフェスタ：（小嶋）

新たに申請手続きを行う旨、報告があった。
・

・3 月 14 日〜 15 日につくばの国際会議場で行われた。 5-3

領域 10：（河村）

日本学術会議大型計画マスタープランの申請

について（鳥養）

・領域名の変更について、賛成反対ほど半々だった。 ・ 最初の 5 年で、設備整備が進んでいる中性子は成果
・世話人は交代となるが、ミュオンについては引き

を出す。ミュオンは、施設整備に重点を置く。次の

続き河村氏が窓口となる。

5 年で、中性子は第 2 ターゲットステーションの建
設に着手。ミュオンは、ミュオン透過型顕微鏡の

3-6

建設を行っていきたいとの説明があった。

プロジェクト報告

(1) 新学術領域研究「超低速ミュオン顕微鏡」（鳥養）

・ U-line の建設状況の説明と 2013 年 8 月 9 日〜 12 日

・ MuSIC と J-PARC の連携については今後、検討して
いく。

に松江で国際会議開催の案内。
(2) μ-e 稀崩壊：（青木）

5-4

・ 平成 24 年から 5 年間の科研費が採択された。PD
を新たに 2 名雇った。

会員増強計画について（下村）

・ 70 名から 100 名に増えた。J-PARC ／理研 RAL の
施設利用者で入会していない方が多い。

(3) μHFS：（下村）

5-5

・現状についての報告があった。

・ 中間子科学会でも若手の会を立ち上げていきたい。

(4) g-2/EDM：（齋藤）

若手研究者の会の立ち上げについて （足立）

ポジティブな意見多かった。

・ H-Line での実験計画について報告あった。

5-6

国際会議案内

・ 超低速ミュオン源の開発（エアロジェロ実験など） (1) USMM2013
状況について説明。

2013 年 8 月 9 日～ 12 日

（8 日プレスクール）

(5) 元素戦略：（小嶋）

・ 2013 年度に S-line に汎用 μSR 分光器を設置する予
定（S 型課題に採択）。

(2) mSR2014

2014 年 6 月
以上
（文責：宮崎）
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3. 理研 RAL（岩崎）
・ 仁科センターの運営費交付金の削減・電気代の高騰
で非常に厳しい状況であり、為替変動の影響もあっ

2013 年度
第 1 回運営委員会議事録

て RAL の運営は非常に難しい。

・ 理研 RAL を予定通り終了することで、ISIS のアン
ドリューテイラーとは一応合意がとれている。
・ 施設はそのまま温存し、EC のミュオン施設として
続行を打診しているが、各ポートに 5 名の職員を貼
り付けるとの条件は非常に厳しい。
・ 理研 RAL については、長期シャットダウンが来年

日

時：7 月 29 日（月）15:00 〜 17:40

場

所：山梨大学東京リエゾンオフィス（田町）5 階
501 室

度予定されている。
杉山
EC サイドも同じか？

出席者：杉山、岩崎、門野、秋光、網塚、小池、石田、
久保、小嶋、髭本、下村、鳥養、三宅

→岩崎・石田
同じである。EC サイドの先頭磁石の交換を予定

報告
1. MuSAC/IAC 報告（門野）

・ 勧告は主に 2 つ

・ 超低速ミュオンの実験は研究テーマを十分に練る
こと。
・ S ラインの建設の後、研究プログラムが増大するこ
とは明らか。共同利用のサポートのために新たな枠
組みが必要。
・ 上記に関して山田所長との協議の結果、研究員 2 名
（李、浜田）を雇用することにした。さらに別の会

している。
4. 新学術（鳥養）
・ 中間評価資料（6 月）、ヒアリング（9 月）
9 月までに J-PARC 再開の状況が見えないと厳しい。
・ 国際会議（8 月）
8 月 8 日にプレスクールもあるので参加をお願いし
たい。
・ 公募研究（9 月）
積極的な応募をお願いしたい。実験系 9 件、理論系
9 件を予定している。

社から標的の開発のサポート要員が今月末より 1 名

採択率の観点からある程度の応募がないと総枠を減

加わる。

らされる。

2. J-PARC の現状（三宅）

・ 本日 5 回目の有識者会議が開催されている。
・ 有識者会議で安全体制についてもう一回議論するこ
ととなった。

議題
1. 若手奨励賞（久保）

・ 11 月 30 日締切、新人を発掘してほしい。

・ J-PARC の大きな組織変更が行われる可能性がある。 ・ 物理学会賞は年齢制限を緩和したと聞いている。本
・ミュオン施設関連では、S ライン、U ラインの改造
等が予定されている。

会も緩和する可能性を考えたほうがよい。（小池）
・ 現行案を承認した。

・ MLF 実験室を第 1 種管理区域にするかの議論がな
されている。

2. ポスト拡大のための支援活動
・ 鳥養

鳥養
有識者会議は政府が求めたものか？
→三宅・門野
文科省からの指示で定めた。規制庁からではない。

4

教育経験を問われると研究機関の職員は不利とな
る。非常勤で集中講義をやってもらうのはどうか？
・秋光
私学の場合、一般的に学外で研究するのをいやがる。
青学でも上智でも、一募集に 100 ～ 200 人の応募は
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議事録

ざらである。

・ 杉山

ミュオンの専門家として講演するなら可能性もある
が通常の講義は難しいだろう。
・ 久保
ICU の場合でも教育経験は必ず問われる。
・小池

理研の方でもなんらかの方法で勧誘したい。
・ 岩崎
理研はすでに理研 RAL 支所を終了する方向なの
で、職員が協力するのはいかがなものか？
・ 杉山

助教から准教授になるときには、ほとんど教育経
験がないというのが普通である。

会長からの依頼も含めてなんらかの方法で実現し
たい。

国公立ではそれほど問題ないのではないか？
・網塚
北大の場合は助教に講義させることはないが、北
大 -KEK の連携の中で考える可能性はある。

慶弔に関して
・ 髭本
正会員に関する、弔事について議論したい。

この件は継続審議とする。

議論の結果、原則学会からの供花等はなしとなった。

個人の善意に頼ると話は進まないので、もう少し
組織だった方策が必要。

J-PARC 運転再開にむけての要望活動について
・ 鳥養

3. 予算と会費改定について

タイミングについて議論中である。

・ 小嶋
固定費：14 万円
（運営委員会旅費 5 万円、
新人賞 9 万円） 日本学術会議の協力団体への応募について
めそん：20 万円×年 2 回発行
・ 門野
会員になるメリットを明確にしなければならな
い。KEK のユーザー団体の時代からほとんど変わ

・ 鳥養
100 名では小さいとの指摘をうけて継続について
方策をもとめられた。
採択に関しては現在審査中である。

っていない。
独自の学会を開催するか？

（文責：下村）

・ 小池
3,000 円で会員を増やすことを考えるほうがよい。
「めそん」で得られる情報は非常に大きい。
・ 網塚
ホームページに「めそん」の原稿を載せているが、
閲覧の制限をかけるのはどうか？
編集委員長をやってわかったが、これだけの情報
をすぐに公開するのはもったいない気がしている。
・ 小池
理研の成果報告会、J-PARC の報告会等でデスク
をおいて勧誘するのがよいと思う。
学会活動は身の丈にあわせ、MLF スクールの後
援などでも十分意味があるのではないか？
・ 鳥養
施設側がコミュニティーを増強するほうに向いて
ほしい。
・ 門野
KEK は大学の先生に支えてもらっているとの立
場である。当然協力する。
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mSR 解析ツールの使い方

mSR 実験では、次々と得られる時間スペクトルデータを解析ツールを使って描画し、適切な関数
でフィットする作業が必要となります。古くから最も広く用いられてきた解析ツールは、TRIUMF
で開発された msrfit と msrfft ですが、ISIS・RIKEN-RAL では WiMDA、また PSI では musrfit と
いった異なるツールが開発され、用いられています。さらにはこれらの間のデータ変換ツールとして
mud_util (TRIUMF) や any2many (PSI) といったソフトの整備も進んでいます。
msrfit については 2004 年に門野良典氏によって初心者向けのまとまった日本語の解説が執筆、提
供されており、ほとんどの新規ユーザーの方々はこれを頼りに現場で教わりながら解析手法を学ばれ
だのではないでしょうか。一方、WiMDA と musrfit については、現状、まとまったものを探そうと
すると、各施設が Web ページ等で提供している英語の解説を参照するしかなく、初心者にとって必
ずしも敷居が低いといえる状況にはありません。
近い将来、J-PARC の U ラインと S ラインの共同利用が開始されれば、新規ユーザーが大幅に増え
るものと予想されます。その前に各ツールの使い方を初心者にも分かり易く説いた解説記事を一冊に
まとめておくことは有益ではないかと考え、各ツールのエキスパートの方々にお願いしてこの企画を
組んだ次第です。短いご執筆期間にも拘わらず、「mSR ユーザー必携の一冊に」というこちらの勝手
な願望にお応えいただき詳解をまとめてくださったご執筆者の皆様に心より感謝いたします。
（編集部）
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こうなってくると、例えば「動的久保・鳥谷部関
数」といった解析的に表せない関数を使って μSR ス

“msrfit”
- 汎用 µSR データ解析ツール

ペクトルを解析する場合、計算速度を節約するために
あらかじめ関数の数値テーブルを用意して内挿値で代
用するといったことを行っている msrfit のプログラ

宮崎 正範
KEK 物質構造科学研究所
Dr. Masanori Miyazaki
Institute of Materials Structure Science, KEK

ミング手法そのものが時代遅れになってきた観は否め
ない。この点以外にも、グラフィックユーザーイン
ターフェース（GUI）がない、あるいは将来の 64bit
完全対応についての見通しが明確でない等、msrfit
はいろいろと気がかりなところがあり、開発者である
J.H. Brewer 氏の引退もあって「今後誰がどういう形で
サポートしていくのか」というパブリック・ドメイン・

門野 良典
KEK 物質構造科学研究所
Prof. Ryosuke Kadono
Institute of Materials Structure Science, KEK

ソフトウェアに共通の問題も抱えている。とはいえ、
これらの問題は、msrfit が解析ツールとしての魅力を
失わない限りいずれ解決の道が開けるものだろうし、
そうでなければ
「自然淘汰」
されるというだけであろう。
いずれにしても、msrfit の魅力を知るには実際に
これを使ってみるのが一番であり、2004 年の旧稿は
そのための初心者用マニュアルとして用意された。
msrfit 自身の使い勝手は当時とほとんど変わってお

1. はじめに

らず、その部分に関する記載は今でも通用するもので

は や い も の で、2004 年 に TRIUMF で 開 発 さ れ た

µSR 解析ツール msrfit の紹介記事が書かれてから 10

あるが、J-PARC の時代となって研究施設に付随した
計算機環境は大きく変化しており、旧稿当時の前提に

年近い歳月が経過した。それ以前の 10 年間に比べれ

なっていた施設側でのデータ解析環境の提供は困難な

ばまだ穏やかだったとはいえ、この間の計算機環境の

状況にある。そこで本稿では、J-PARC 利用者が施設

変化は小さくない。例えば、アップル社がマッキント

側の支援を受けて自ら msrfit を自身のパソコン上に

シュ用に採用するなど、パソコン用 CPU としてそれ
なりの地位を占めていた IBM- モトローラ系の Pow-

erPC は、そのアップル社が 2005 年以降インテル系の

インストールして使うことを前提にし、旧稿の関係す
る部分に大幅な手直しを行った。また msrfit のマニュ
アル部分についても初心者目線で見直しを行い、出来

CPU に全面的に乗り換えるなどの動きに伴ってパソ

るだけ取り付きやすいものにしたつもりであるが、イ

コン市場から実質上姿を消し、気がついてみると身の

ンストールの方法等も含め、何か不明な点があれば著

回りのパソコンはすべてインテル系のチップを搭載し

者らに気軽に相談されたい。

たものになっている。CPU のアーキテクチャや OS は

ほぼ 64bit 化が完了し、Windows では 128bit 版も噂に
上るといった状況である。演算速度の高速化も目覚ま
しく、例えばインテル Core i7 の浮動小数点演算速度

はおよそ 50 ギガフロップスと言われている。これは

2. Getting Started
ここでは、読者が自前のパソコン上に msrfit をイ
ンストール、µSR データを解析しようとすることを

約 15 年前に世界最高速を誇ったスパコンとほぼ同じ

想定し、まずはインストールに必要な作業を解説する。

であるが、今や上位機種のパソコンやサーバの性能と

作業のステップはおおまかに、

して容易に手が届くところにある 。
（あと 5 年もすれ

1. 必要な OS 環境を整える。

1

ばパソコンもテラフロップスの時代になるだろう。）

2. msrfit と pgplot ライブラリをインストールする。

3. 生データ（MUD 形式：.msr という拡張子付）を
1 スパコンの世界でも、一時期流行したベクトルマシンは姿を消し、今

ではインテル Core シリーズのような汎用 CPU を多数並べて並列処理する
アーキテクチャが主流になっているようである。
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同じ OS 環境下の適当な directory に置く。

4. msrfit が必要とする run 毎の input parameter ﬁle を
用意する。
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5. msrfit を起動し、input parameter ﬁle を与える。

り起動、操作する。従って、以下では読者が自身のパ

という 5 つに要約できる。以下でこれらの作業内容を

ソコン環境（Linux あるいは MacOS）上で X 端末を

順番に眺めてみよう。

起動できることを前提に話を進める 。

2

msrfit を使用するときには、X 端末上でまず次の
2.1

OS 環境とライブラリ

ま ず msrfit を 動 作 さ せ る た め に 必 要 な OS 環 境

についてであるが、使用パソコンが Mac の場合には
Mac 用にコンパイルされた msrfit のバイナリイメー

ような数行を端末コマンドとして実行し、環境変数を
設定しておく。（以下、$> は端末のプロンプト、<cr>
は return key）
$> export PGPLOT_DIR=/usr/local/pgplot/<cr>
$> export PGPLOT_DEV=/xserve<cr>

ジがあるので、MacOX 10.8 上でそのまま動作させる

$> export PGPLOT_FONT=/usr/local/pgplot/grfont.dat<cr>

ことが出来る。

$> export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/pgplot/:$LD_LIBRARY_PATH<cr>

一方、読者の多数派は Windows のパソコンを使用

これらは pgplot を使う際に必要になる環境変数で

しており、msrfit だけのためにわざわざ Mac を新調

PGPLOT_DEV は PGPLOT が格納されているディレ

するという方は少ないだろう。この場合、おそらく最

クトリへのパス、PGPLOT_DEV は端末の種類、PG-

も簡便な方法は、VMware、VirtualBox 等の仮想化ソ

PLOT_FONT はフォントデータの格納場所（PGPOLT_

フトを用い、CentOS 等の Linux をゲスト OS としてイ

FONT は指定しなくても動作する）、LD_LIBRARY_

ンストールしてしまうことである（これらはいずれも

PATH は PGPLOT が 参 照 す る ラ イ ブ ラ リ の 格 納 場

無償で入手可能）
。一昔と違い、現在のパソコンでは

所へのパスをそれぞれ示す。Optional で図の背景や

2 つの OS を共存させても実行速度が遅くなるといっ

文字の color を変更したい場合は、同様に export で

た不満は聞かれなくなった。msrfit としては、当然

PGPLOT_FOREGROUND=black、PGPLOT_BACK

をインストールすることになる。

上の数行は login 時に実行される shell script
（.bashrc 等）

ながら Linux 用にコンパイルされたバイナリイメージ
つぎに必要なものとして、msrfit では pgplot とい

GROUND=white 等で変更することが可能である。以
の中で定義しておくことを推奨する。

う X 端末用のグラフィックライブラリを用いており、
これもあらかじめインストールしておく必要がある。
pgplot はカリフォルニア工科大で開発された汎用のグ
ラフィックソフトで、ソースコードが公開されており、

2.3

μSR データの入手

J-PARC MUSE では測定毎に MUD 形式に変換され

ネット経由にて無償で入手・インストール可能である。 たもの（.msr という拡張子を持つバイナリデータファ
しかしながら、普段から端末で shell コマンドを使

イル）が自動的に作成されるようになっているので、

い慣れない読者には、自分でライブラリをソースコー

例えば「ある陽電子カウンターからの信号が歪んでい

ドからインストールするといった作業は億劫でなかな

たのでその情報だけ取り除きたい」、といった特別な

か手が出ないだろう。そこで、ミュオン科学研究施設

理由がなければ単にネット越し、あるいはメディアか

では現在これら仮想化ソフト、ゲスト OS、pgplot 等

らコピーするだけである。現在 MUSE ではすべての

のライブラリ、および msrfit をパッケージ化してイ

実験データをつくばにあるサーバにミラーリングし、

ンストール作業を定型化し、利用者に無償配布できな

実験者がネット経由で各自のデータにアクセス可能に

いかどうかを検討中である。また、MacOS 用には現

なるようなシステムを検討中であるが、本稿執筆時点

時点で msrfit と pgplot をパッケージにしたものが配

ではまだ実現していない。というわけで、MUSE で実

布可能であるので、使ってみたい方は著者らに相談さ

験を行った読者は、とりあえず実験終了後にデータを

れたい。

USB メモリ等にコピーして帰還することをお勧めする。

2.2

msrfit の起動準備

msrfit はマウスでダブルクリックして動作するよ
うなアプリではなく、X 端末と呼ばれるグラフィック
機能を備えたコンソール端末から文字列コマンドによ

8

2 X 端末（X11）は UNIX 系の OS では標準的なグラフィック端末である。
ただし MacOS の場合、10.8 以降はアップル社から提供されなくなったの
で、XQuartz project のホームページから自前でダウンロード・インストー
ルする必要がある（作業自体は GUI で行われるので初心者でも容易）。
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3. CarryingOn
前節で述べたように、msrﬁt で解析するには msrﬁt

H

1, 2, 0, 0

B

1560, 1600, 1560, 1600

T

.1, 12, 20.

に与える parameter ﬁle を用意する必要がある。ここで
は 3 つの典型的な場合、即ち 1) 横磁場回転、2) 縦磁場

をかけたデータを ﬁt する場合のそれぞれの parameter
ﬁle の例、及び 3) Kubo-Toyabe 関数を用いた ﬁt を行う

時の parameter ﬁle の例を紹介するが、実際にはゼロか

!---------------MINUIT commands:
MIGRAD
MINOS
END

ら自分でこれらの parameter ﬁle を作るという面倒なこ

ここで第 1 行は run title 等のコメント行、2 行目以

とは行わず、まずは以前に他の解析に用いたものを改
変して使うというのが大部分の場合である。
1) の横磁場の例のところでは、input parameter ﬁle

降は ﬁt で決められるべき parameter の id 番号、sym-

bol 名（10 文字以内、適当でよい）、初期値、見積誤

を 解 説 し た と こ ろ で 実 際 に msrﬁt を 立 ち 上 げ て、 差、上限、および下限がこの通りの順番で与えられる
msrﬁt を操作するのに必要な最低限のコマンドを示
す。

3

。この段階では msrﬁt は単に任意の 5 つの parameter

を知らされただけで、それぞれの意味（例えば 2 が
phase）は知らない。最後に一行空けると msrﬁt は

3.1

parameter の宣言がそこで終わったと理解する。ここ

横磁場回転データの ﬁt

で -E は以下の行を画面に echo しないというコマン

まずは具体的な例を見て頂こう。次に掲げるのは
380 G の横磁場をかけて取ったデータを ﬁt するに際
して実際に用いられた parameter ﬁle である。（ファイ
ル名は 1783.itf、ここで convention としてファイル名

ド、また ! はコメント行として無視される。ここから
msrﬁt を program と言うよりは interpreter と思っ
先は、
たほうが分かりやすい。つまり OUTPUT、SIGNAL 等
は msrﬁt により解釈されるコマンドである。まず、

拡張子に横磁場なら *.itf、ゼロ磁場なら *.izf 等を用

OUTPUT は ﬁt の結果を格納する ﬁle をその次の行で

いる。）

指定するコマンドである。ここでファイル名をもとの

1783:

Na0.35CoO2

5K

input ﬁle と同じにすることが肝要で、こうすると必要

TF=380G
2.

なところだけが更新される。（MIN= は最小限の output

-360.

360.

でよいことを示す。）SIGNAL は、最初に宣言された

0.00203726

0

0.33

5.08649

0.00183843

4.

0.193483

0.0067519

0

1

Alph

1.63973

0.0034067

0.5

2

Pha

143.0487

1.142292

3

Asy

0.140596

4

Frq

5

Rlx

￥-E

6.

ドであり、msrﬁt の ﬂexibility がもっともよく発揮さ

0.33

れるところである。後で紹介する縦磁場、ゼロ磁場と

(do not Echo indirect input to ASK.)

590,

579.92

=NDFR,

ここで SIGNAL コマンドを少し詳しく解説しよう。

CHISQ

!			

15:57:42.62

2003-06-20

!===============Name of TARGET "Initial Guess" File for RESULTS:

うに、このコマンドの後に続く 10 個の parameter のう

phase (deg)、asymmetry、frequency (MHz)、relaxation

MIN=1783.itf

rate (MHz) となる。これらに対して、最初に与えた

!----------------SIGNAL commands:
SIGNAL
!

2,

3,

4,

5,

Pha

Asy

Frq

Rlx

parameter のどれを当て嵌めるかの mapping がここで
Hop

5x[OMNI_TBL]

SPECTRUM

1,

Alpha

,

,

,

Beta

Rpha

Rasy

,
L/T0

~kadono/boom/data/msr/pia1001783.msr
2
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指定されているわけである。この例では 2, 3, 4, 5 と順

番に与えられている（そして最初に与えられた symbol

!--------------SPECTRUM commands:

SP

上記例で SIGNAL の下にコメントで示されているよ

ち最初の 4 つは固定された意味をもっていて、順番に、

OUTPUT

!

いった場合も、要するにこの SIGNAL コマンドの使
い方を覚えることが主な point である。

!==============COMMENT for Last Run:
!

parameter を使って ﬁt したい関数形を指定するコマン

5x[indirect]

3 注意：スペースをそろえるのに tab キーを絶対に使用しな いこ と。
Fortran の IO の都合で、tab キーを使うと msrfit はこれらの parameter を
うまく読み込めない。
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name がここで漸く意味を成す）が、この順番は実は

任意である。（例えば最初の 2 と 3 の parameter をひっ

のように最初に宣言し、更に
SIGNAL

2,

3,

4,

5,

6,

0,

0,

0,

0,

くり返しておいて、SIGNAL の後を 3, 2, 4, 5 と指定し

!

別のコマンドの引き数 (Alpha) として使っているが、

の項に map する。このとき ﬁt の関数は

ても同じである。また、この例では 1 を後で述べる
Alpha を 5 番目にして 1, 2, 3, 4 を用いても一向に構わ

Pha Asy Frq Rlx Hop

0

5x[OMNI_TBL]

と い う ふ う に parameter 6 を SIGNAL の 5 番 目 (Hop)

ない。）ここで更に重要なことは、この 4 つも含めて

A(t) = x3 exp[−(x5 t)x6 ] cos[2π(x4 t + x2 /360)]

るかによって SIGNAL の関数形が決まることになると

となる。実はこれらのことは縦緩和の場合にも共通で

最初の 5 つの parameter のどれが変数として指定され

いう点である。上例の場合、phase が ﬁt の parameter

ある。

として与えられている（parameter id=2）が、これに
より msrﬁt は ﬁt する関数として cos(2πft+θ ) を仮定
する。（一方、phase が未指定、つまり 0 だと msrﬁt
は縦緩和関数を仮定する。次の例を参照。）次に、横
緩和関数の形であるが、これは default が指数関数で

では、2 つの成分で ﬁt したいときはどうするか。
これも簡単で、SIGNAL コマンドを追加すればよい。
例えば同じ周波数の回転成分に乗った指数関数と
Gaussian の和で ﬁt したい時は、最初に parameter を

ある。従って、最初に宣言した 5 つの parameter を xi,
i=1, 2, 3, 4, 5 とすると、この SIGNAL コマンドが与え
る ﬁt の関数は µ-e decay asymmetry に対して

A(t) = x3 e−x5 t cos[2π(x4 t + x2 /360)]
となる。ここで更に包絡線の関数形を変えたい時のコ

1

Alpha

1.071239

.00252294

2

Phase

-31.736

3.51279

3

Asy

.048306

4

Freq

5

.2

5.

-180.

180.

.00207123

-.33

.33

.255547

.0033057

.2

1.

Rlx

.036547

.0169278

0.

50.

6

Asy

2.048306

.00207123

-.33

.33

7

Rlx

2.036547

.0169278

0.

50.

マンドの与え方を示す。まず Gaussian にしたければ
SIGNAL
!

2,

3,

4,

Pha Asy Frq

-5,

0,

0,

Rlx Hop

0,

0,

0,

0

5x[OMNI_TBL]

と定義しておき、
4,

-5,

0,

0,

0

0,

0,

0

と relaxation rate を与える parameter id に負号をつける。 SIGNAL 2, 6, 4,

7,

0,

0,

0,

0,

0

0

この場合 ﬁt の関数は

SIGNAL

!

2,

3,

Pha Asy Frq

Rlx Hop

5x[OMNI_TBL]

2

A(t) = x3 e−(x5 t) cos[2π(x4 t + x2 /360)]

と 2 行にわたって 2 つの SIGNAL コマンドで map する。

となり、parameter 5 は Gaussian での緩和率を与える。 すると msrﬁt はこれは 2 つの関数の和であると「解
次に、ミュオンの拡散による motional narrowing の効

釈」する。（この場合 phase と frequency も独立な成分

い parameter x6 を

の中で map してやればよい。）このようにして最大 16

果を取り入れるときは hopping rate ν に対応する新し
6

Hopr

0.531547

.0169278

10.

.01

個位までは成分を増やすことが出来る。
さて、SIGNAL の次に現れる SPECTRUM というコ

のように最初に宣言し、更に
SIGNAL
!

2,

3,

4,

Pha Asy Frq

-5,

6,

0,

Rlx Hop

0,

0,

0,

0

5x[OMNI_TBL]

と い う ふ う に parameter 6 を SIGNAL の 5 番 目 (Hop)
の項に map する。このとき ﬁt の関数は
A(t) = xe exp[−

で ﬁt したければ新たに parameter を宣言して SIGNAL

マンドは、SIGNAL で与えられるような関数で ﬁt で
き る よ う な asymmetry を rawdata（ こ の 場 合 2 つ の

histogram） か ら 引 き だ す た め に 必 要 な parameter を
与える。よく知られているように、実験で得られる

2(x5 t)2 −x6 t
(ee
−1+x6 t)] cos[2π(x4 t+x2 /360)],
(x6 )2

backward-forward それぞれのスペクトルを B (t), F (t)
とすると、asymmetry は

即ち Kubo-Tomita の公式となる。更に、もっと generic

A(t) =

(1 + α)R(t) − (1 − α)
,
(1 + αβ) − (1 − αβ)R(t)

用いたい場合には γ に対応する新しい parameter x6 を

R(t) =

F (t) − B(t)
F (t) + B(t)

な関数である stretched exponential (exp [−(λt)γ]) の形を
6

10

Gmm

1.536547

.0169278

.5

2.
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と な る。 こ こ で α ≡ B (0) / F (0) は Instrumental な 非

対応する順に 2 組与える必要がある。）最後に ﬁt を

asymmetry の比である。SPECTRUM の行の下のコメン

の 2 つの引き数は時間 range の始めと終わりで単位は

対称度、β ≡ Ab / Af は backward-forward のそれぞれの
トでは
SPECTRUM
!

1,

0,

0,

0,

0,

0,

Alpha Beta Rpha Rasy L/T0

0,

0,

0,

0

5x[indirect]

のように、最初の 2 つの引き数がこの α , β に対応し

行う時間 range を T (TIMES) コマンドで与える。最初

µs で与える。この例では 0.1∼12 µs を ﬁt することに
なる。3 番目の引き数は packing factor であるが、これ
は pack する binrange を bin の数ではなく、時間単位（し

かも ns 単位）で指定する。最後に空行を 2 行空ける。

ていることを示している。通常の場合では β  1 で

以上が 1 つのスペクトルを指定する為に必要なコマン

例もそうなっている。ついでに触れておくと、3、4

ﬁt したいスペクトルが 1 つである場合はこれで終

あるので α だけを parameter として map するが、この

ドである。

番目は回転座標系を用いる場合に map される引き数、 わりで、それを msrﬁt に教えるために 2 行の空行を
5 番目は µ-e decay の lifetime あるいは t0 を parameter
として振りたい場合に map する引き数であるが、詳
細は省略する。

置く。上記の例では（元のファイルを見よ）更にコメ
ント行の後に次節で紹介する MINUIT のコマンドが
あるが、interactive な mode ではこれらは無視される

SPECTRUM で の parameter の mapping が 終 わ れ ば、 ので説明は略する。

あとはデータの指定、および asymmetry を計算すると

きに必要な他の条件の設定である。もう一度その部分
を示す。

さて、実験で得られた data、input parameter ﬁle が準

!--------------Data files
~kadono/boom/data/msr/pia1001783.msr
SP

3.2 Driving msrfit
備できたところでいよいよ msrﬁt を実際に使ってみ

よう。まず X 端末を起動して上記の input ﬁle がある

2

H

1, 2, 0, 0

directory 上で、

B

1560, 1600, 1560, 1600

$> msrfit<cr>

T

.1, 12, 20.

と msrﬁt を起動する。そこで現れる prompt（以下の
行で ”>” まで）に対して

!--------------MINUIT commands:

こ こ で 最 初 の 行 は デ ー タ フ ァ イ ル 名、2 行 目 SP
（SPECTYP）は解析したいスペクトルの型を指定す
る コ マ ン ド で、 今 の 場 合 asymmetry を ﬁt す る の で

定 義 に よ り 2 と な っ て い る。SP を 0 に す る と raw

TITLE (or @Filename) > @1783.itf<cr>

のように @ﬁlename と key-in する。ここでもし input
ﬁle が正しく出来ていれば

TITLE (or @Filename) > @1783.itf
1783:

histogram、1 に す る と F/Bratio に す る 前 の histogram
を 1 つずつ解析できる。また、3 は F(t)/B(t) の比、4

は 回 転 座 標 系 (Rotating reference frame :RRF) に の せ
た histgram を指定する。ここでは、詳細を省く。3 行

目 H (HIST) は histogram の id を指定するコマンドで、
SP で asymmetry を指定したので 2 つの histogram を指

Na0.35CoO2

5K

TF=380G

1

Alph

1.639730

3.4067000E-03

0.5000

2.000

2

Pha

143.0487

1.142292

-360.0

360.0

3

Asy

0.1405960

2.0372600E-03

0.000

0.3300

4

Frq

5.086490

1.8384300E-03

4.000

6.000

5

Rlx

0.1934830

6.7519000E-0

0.000

0.3300

\-E

(do not Echo indirect input to ASK.)

定する必要がある。ここで順番は ratio を取るときに

~kadono/boom/data/msr/pia1001783.msr

であるが、横磁場の場合、間違っていれば asymmetry

Run #

どちらが backward かによって変わるので注意が必要

が逆転するのですぐに判断がつく。4 行目 B は back-

ground の bin range を 指 定 す る コ マ ン ド で、constant

1783:

NaxCoO2yH2O

5K

HTF380G

Ready to pack 595 0.020000-?s bins from 0.100000 to1 2.000000 ?s
Spectrum 1:

1783: NaxCoO2yH2O

5K

HTF400G

[1 vs 2]

ASY

background の bin range を histogram1,2 それぞれに指定

GUESS>

るいは後ろの channel、例えば 1960 から 2000 まで等

及び解析されるデータの情報（run number, title 等）が

する。（例えば πA なら t0 が 108 なのでそれ以前、あ

という風に input ﬁle 中で宣言された parameter の情報、

と指定すればよい。これも histogram が 2 つであれば

画面に現れ、最後に GUESS> という prompt で止る。
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GUESS> の意味から想像されるように、ここではス

ペクトルと ﬁt の曲線を見ながら parameter をいわば

DOPLOT><cr>

目の子で ﬁt する session である。初期値に自信があれ

PLOT_FIT><cr>

ばそのまま次のステップに進んでもよい。それでもど

GUESS> <cr>

のくらい合っているかを確かめるためにここで一度 plot

Enter MINUIT Commands (use readahead if needed):

を試みてみよう。以下のようにコマンドを入力する。

MINUIT>

GUESS>p<cr>

ここで msrﬁt は MINUIT によるカイ二乗の極小化の

PLOT_FIT>s<cr>

ステップに入る。ここでは以下のようなコマンドを

PLOT_FIT>a<cr>

知っていればよい。

PLOT_FIT><cr>

SEEK 乱数による parameter の単純な iteration で最小

PLOT_FIT><cr>

値を探す。

DOPLOT><cr>

SIMPLEX 所謂 simplex 法による最小化

これで図 1 のように graphic 画面にデータ点と ﬁt の
曲 線 が 同 時 に plot さ れ る ハ ズ で あ る。 こ こ で p は
plot、s は spectrum、a は asymmetry を意味する。

ここで既に msrﬁt の man-machine interface の一般

MIGRAD 誤差 matrix でカイ二乗の勾配が最大の方向へ
parameter を動かして最小化する。

MINIMIZE 上記 2 つを順番に用いて最小化。

MINOS 上 記 の MIGRAD を 用 い て parameter 空 間 で カ
的な特徴が現れているので覚えておくと便利である。 イ二乗の contour map を調べ、より realistic な誤差を
即ち、ある session のレベルで必要なコマンドは逐次 見積る。（MIGRAD では誤差は parabolic 近似で評価さ
的に受け付け、必要なものがすべて実行された（満足
した）時には空行（<cr> のみ）を入力すると msrﬁt

れる。）このコマンドを実行するためにはあらかじめ
MIGRAD を実行して収束させておく必要がある。

は次のステップへと進む。上記の例でも PLOTFIT>、 これらはこのリストの順に段々最小化と誤差評価の信
及び DOPLOT> のところで <cr> を返しているのは、 頼度が上がっていくが、逆に収束は遅くなっていく。
正に次のステップへ進ませるためのコマンドとしてで

経験的にはこれらを上から順にすべて実行して最小化

あることが分かる。

するのが一番収束も速い。（いきなり MIGRAD, MINOS

plot で一応 ﬁt の初期値がどのような曲線を描かせ

るかを見た後、次へ進むために画面の prompt に対し
て <cr> を返していく。すると以下のように進行する

とやってもよほど初期値がよくない限りすぐには収束
しない。）
もし、初期値を変更して fit し直したい場合には、

ch (change) とうち、変更したい id 番号を指定し、新

のが見られる。

しい初期値 , 振り幅 , 下限、上限を入力する。変更し
たくない項目は空欄にし ,( コンマ ) だけを打つとその

1783: NaxCoO2yH2O 5K HTF400G [1 vs 2] ASY

ままの値が残る。

Corrected Asymmetry

0.2

MINUIT>ch <cr>
*** MODIFYING PARAMETERS ***

0.1

Modify which parameter (number) > 4 <cr>

0

5.0864930+/- 0.1837E-02 [4.00 < X < 6.0]

New

[, dX, Xmin, Xmax] > 5, 0.1, 0, 10 <cr>

X

Modify which parameter (number) > <cr>

−0.2

Change fitted Bin Range(s)? <cr>

それから、ある特定の parameter を固定したい場合には

−0.2
0

2

TIME [μs]

4

6

図 1： msrfit による時間スペクトルのプロット。本文中の
1783.itf を用いた。この例では DOPLOT> のところでさ

12

X(4) frq

MINUIT>fix3<cr>

と fix コマンドを用いる。（input parameter ﬁle の中で
誤差をゼロと指定することも可能。）なお、それぞれ
のコマンドで何がなされるかの詳細は CERN Library

らに x 0, 6、および y -0.25, 0.25 とコマンドを実行して

の MINUIT に関する document を参照してほしい。
（筆

表示領域を拡大したものを示している。

者のところにはコピーが一部ある。）この例では既に
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一度 ﬁt を行った後なのでいきなり MIGRAD を実行し

拡張子の最初の文字を a にしたファイルが生成されて

た場合の様子を参考までに以下に掲げる。

残るので、わざわざ表示させたものを手で書き写す必

MINUIT> migr

要はないのは言うまでもない。これで基本的に ﬁt は

MINUIT converged.

終わりで、あとは結果を格納するステップが続く。

Chi Squared=579.922
Name

Value

Error

Reduced=0.98292
PosError NegError

1 Alph 1.6397281 0.0034060

EDM=5.88E-5
Lower

Upper

0.5

2 pha 143.0504889 1.140666

RESULTS><cr>
Answer file is? [MIN=1783.itf]

gCC

2. 0.063

-360 .360. 0.779

3 Asy

0.1405945 0.002032

0.

0.33

0.526

4 frq

5.0864930

0.001837

4.

6.

0.78

5 rlx

0.1934858 0.006738

0.

0.33

0.529

>

<cr>

Want one last chance to Plot?<cr>
$>

上記のようにすべて <cr> で msrﬁt から抜ければ

よい。なお、結果を input ﬁle と別の ﬁle に保存したけ

れば Answer file is? [***]> のところで別の名前を入れ

MINUIT>end<cr>

てもよいが普通は必要ない。また、RESULTS> のと

RESULTS>

ころで誤って <cr> をいきなり押してしまった場合に

は、そのまま進んで最後の Want one last chance to Plot?
この例にあるように、ﬁt が収束したと判断したら
end（もしくは、exit）コマンドで最小化のステッ

と聞かれたところで yes と答えると STATUS> という
prompt がでるので、そこで p と入力すれば PLOTFIT>

プから抜ける 。RESULTS> の prompt が出たところで、 の session に入ることが出来る。
4

ﬁt の結果を plot によって確かめるのには GUESS> の
ところで行ったのと全く同じように行えばよい。即ち

以上、横磁場データを ﬁt する場合を例に msrﬁt
の使い方を概説した。

RESULTS>p<cr>
PLOT_FIT>s<cr>

3.3

...

となり PLOTFIT> の session に入るので同じコマンド
が使える。また、parameter を数字で見たければ RE���
SULTS> の prompt まで戻って

DesigningItYourself

msrﬁt のおおよその使い方が分かったところで、

横磁場以外の場合にどのような input ﬁle を用意した

らよいかについてもう少し紹介してみよう。ここで

RESULTS>signal<cr>

はいくつか具体例を見たほうが速いので、まず解析

Signal

的に簡単な関数で表される縦緩和の ﬁt の例、次に

1:

(2) PHI: Initial Phase (degrees)=(143.050489?1.14067)

dynamical Kubo-Toyabe 関数での ﬁt の例を掲げる。

(3) A:

Asymmetry at t=0

=(0.14059447?0.00203)

a) 縦緩和

(4) NU:

Frequency (MHz)

= 5.08649302?0.00184)

ここで縦緩和とはゼロ磁場及び縦磁場下での緩和

(5) RLX: Sigma or Delta (?s^-1) =(0.19348585?0.00674)

で、基本的に回転成分が認められない場合を考える。

RESULTS>spec<cr>

例えば以下の例は 3.5 kG という比較的高い磁場で縦
緩和を見たデータの ﬁt である。

PECTRUM

1:

Out of

595

From T1 =

Chisq=579.92
available
0.1000

to

for

bins (1 to 595)

20.0000-ns bins
T2 = 12.0000 microsec.

"t < 0 background" in raw bins
(1) Alp: Alpha

595

0

through

0

9627:

GaAs

129 K

		

1

Alpha

		

2

Asy

		

3

Rlx.

LF = 3.5 kG

.642799
.08962
830969

.0035655

.00279054
.076195

.2
0.

0.

5.
.33

50.

(rel N for Asy) = (1.63972815?0.00341)

RESULTS>

\-E

(do not Echo indirect input to ASK.)

と表示させることもできる。なお、これらの結果は

!==============COMMENT for Last Run:

input ﬁle に更新されるとともに、****.atf とファイル

!

80,

113.81

!
4 この MINUIT の session だけはいくら <cr> key を押しても次には進
めないので注意。また、途中で fit を止めたい時には、quit とすると
msrfit が終了される。

「めそん」No.38, 2013 年

秋

= NDFR,

CHISQ
15:26:04.062003-07-04

!==============Name of TARGET "Initial Guess" File for RESULTS:
OUTPUT
MIN=9627.ilf

13

特集：mSR 解析ツールの使い方

!===============================SIGNAL Parameters:

これが特別である理由はもちろんこの関数が有限の

SIGNAL

hopping (fructuation) rate では解析的に書けない、従っ

0,

!

2,

0,

3,

0,

0,

0,

Pha Asy Frq Rlx Hop

0,

0,

0

て有限の parameter 空間をカバーする数値 table を用意

5x[OMNI_TBL]

!===============================SPECTRUM Parameters:
SPECTRUM
!

1,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

Alpha Beta Rpha Rasy L/T0

0,

0,

0

5x[indirect]

して内挿により ﬁt しなければならない、という点に

ある。以下の例では kdglf.tbl というファイル名の数値
table を参照しながら ﬁt する場合の input ﬁle の例を

掲げる。なお、この table は有限の hopping rate 及び有

!==============Data files

限の縦磁場（恐らく数百 G 程度まで）に対応している。

~kadono/boom/data/pia1009627.dat

TRIUMF CMMR の Home page から download 可能であ

SP 2,
H

2,

1,

B

20,

90,

T,

5,

50

0,

るので、例えば table/ というディレクトリを作りその

0
20,

下に置き、リンクを張るなどして、これらを input ﬁle

90

中で指定して使用するとよい。
と こ ろ で、 こ の 例 で は msrﬁt の ﬂexbility を 示 す

!--------------MINUIT Commands follow:

ためにいくつか新しい要素が加わっている。まず、3

MIGRAD

つの異なった縦磁場下で取ったスペクトルに対して

MINOS

alpha（この parameter は磁場によって変わる可能性が
ある）以外の parameter を共通にして ﬁt をするよう

END

ここで SIGNAL のところを見ると分かるように、 になっている。

phase の引き数は map されていない。これで msrﬁt は

Run1075,1125,1126:Ta(nr388)LF=0,5,10GT=5K

cos(2πft+φ) といった回転成分のない緩和関数を仮定す

1

Alp

.839292

.0050542

る。上記の例では default の関数形である単純指数関数

2

Asy

.259881

.9416E-5

で ﬁt が行われ、parameter の意味はA(t) = x2 exp(−x3 t)

3

dlt

.1471582

.4410E-4

4

Hopr

.182743

.00256613

5

Alp2

.8529747

.3886E-4

.5

1.5

同じく map する parameter id の前に負号をつける、あ

6

Alp3

.3268E-4

.5

1.5

但し、単純な Gaussian で ﬁt したい場合はちょっと工

\-E

夫が必要で、横磁場の緩和関数の特殊な場合として

!==============COMMENT for Last Run:

SIGNAL

201,

2,

202,

0

!

!

Pha

Asy

Frq

5x[OMNI_TBL]

!

である。更に、関数形を Static Kubo-Toyabe、あるい

は stretched exponential にしたい場合は横磁場の場合と

.8501778

.5

1.5

0.
.1

.35
.2

0.

10.

るいは 5 番目の引き数に parameter を map すればよい。

-3,
Rlx

0,

0,

Hop

0,

0,

0,

(do not Echo indirect input to ASK.)

108,

183.59

= NDFR,

CHISQ

14:40:47

2004-10-01

Phas=0.0

!==============Name of TARGET"InitialGuess" File for RESULTS:

Freq=0.0

OUTPUT

と す る か、stretched exponential で power の parameter

MIN=5K_12.ilf

を 2 に固定する。何故なら 2, 4 番目だけ map すると
4 番目の id が負号を持つときは Static Kubo-Toyabe 関

!--------------SIGNAL commands:
SIGNAL

0,2, -106, -3, 4

数になり、t→∞ で所謂 1/3 の recovery を持つ形になっ

/usr/local/triumf/table/kdglf.tbl

てしまうからである。だが、見ている系が核磁気モー

!--------------SPECTRUM commands:

メントに支配される系であれば、物理的に正しいのは

SPECTRUM

Kubo-Toyabe 関数なので、1/3 の recovery が見えてい

ZF=0.0

ないとすればそれは単純な Gaussian damping ではなく

1, , , , , -201

tridata/001075.msr

dynamical Kubo-Toyabe 関数を仮定するのが正しい解

SP

2

析ということになる（次節を参照）。

H

1, 2

b) Kubo-Toyabe 関数、及び複数のスペクトルの同時 ﬁt

B

60, 250, 60, 250

非磁性、あるいは常磁性の物質中での µSR で頻繁

T ,10., 256.

に必要になるのが Kubo-Toyabe 関数による ﬁt である。
SPECTRUM

14

5, , , , , -202
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型として 200 番台の parameter id を使う。200 番台の

Frq1=0.013554*5.

parameter id は msrﬁt によって「次の行に定数で与

tridata/001126.msr

えられる parameter」と解釈される。定数の与え型は

SP

2

H

1 ,2

Fortran の文法に従う。（この場合定数の symbol 名は

B

60, 250, 60, 250

任意でよい。）上記の例では後で分かるようにミュオ

T

,10., 256.

ンの磁気回転比に縦磁場の値をかけるという Fortran

の一行で各 parameter が定数として与えられている。

SPECTRUM

（この例では 5 G と 10 G の弱い縦磁場がかかってい

6, , , , , -203

る。）[ 注意 :SPECTRUM コマンドで複数のスペクトル

Frq2=0.013554*10.

を指定するときには time range までの他の条件指定を

tridata/001125.msr

1 セットとして、各セットの間に 1 行空行を置く。す

SP

2

H

1, 2

べてのスペクトルが指定し終わったところで空行を 2

B

60, 250, 60, 250

行置く（1 つしかスペクトルがないときはそのすぐ後

T

,10., 256.

が 2 行空行となる。）

さて、SIGNAL コマンドに戻ると 4 番目の引き数

(relaxation rate) に map された parameter id に負号がつ

!--------------MINUIT commands:

いている。これで ﬁt されるべき関数が Gaussian Kubo-

MIGRAD
MINOS

Toyabe( 即ち nuclear dipolar ﬁeld で支配されるゼロ／縦

END

磁場緩和 ) であることが msrﬁt に伝わり、msrﬁt は
次の行にそのファイル名が示されている数値 table を

まず SIGNAL コマンドの部分を見ていただきたい。 読 み 込 む。 こ こ で 4 番 目 の parameter は static dipolar

ここで第 1 の引き数（phase）は map されていないが、 width ∆ (MHz) に対応する。5 番目の parameter が hop第 3 の引き数（frequency）は -106 と見慣れない数字

ping rate (MHz) であることは言うまでもない。

れるべき parameter が複数あるスペクトルそれぞれに

同時に ﬁt してより信頼性の高い dipolar width および

になっている。この 100 番台の数字はここに map さ
対して複数ある、ということを表す。更に負号は縦磁

場であること、また数字の 6 は SPECTRUM コマンド
の何番目の引き数に map されるべき parameter の id が

これで 3 つの異なる磁場中で得られたスペクトルを

hopping rate を得ることができる。ついでに、2 つ以上
のスペクトルを msrﬁt 上で図示したいときは、

示されているか（この場合は 6 番目）を表す 。そこ

GUESS>p<cr>

で SPECTRUM コマンドの引き数を眺めてみると、そ

PLOT_FIT>s 1<cr>

れぞれについて

PLOT_FIT>a<cr>

SPECTRUM

PLOT_FIT><cr>

5

1, , , , , -201

ZF=0.0

PLOT_FIT>s 2<cr>

...

PLOT_FIT><cr>

SPECTRUM

5, , , , , -202

PLOT_FIT>s 3<cr>

Frq1=0.013554*5.

PLOT_FIT><cr>

...

DOPLOT><cr>

SPECTRUM

6, , , , , -203

Frq2=0.013554*10.

と、 確 か に 6 番 目 に -201, -202, -203 と parameter id
らしきものが入っている。ここで新しい定数の与え

というふうに、PLOTFIT> の session で s の後に spectrum id を明示して一行おきに <cr> を入力しながら

順次指定してやればよい。このようにして得られたス
ペクトルを図 2 に示す。

5 前節で説明したように、SPECTRUM コマンドの最初の 5 つの引き数は

固定した意味を持って予約された引き数なので 6 番目以降を mapping に使
うこと。
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というふうに、まず第 2 成分の asymmetry に対して

1125: Ta (Nr.388) T=5.0K LF=10G [1 vs 2] ASY

0.25

200 番台の parameter id で定数を map して、すぐ次の
行でその定数を上記のように与えればよい。この例

0.2

で分かるように、input parameter ﬁle の初めで宣言し

0.20

Corrected Asymmetry

た parameter の symbol 名は単なる便宜のためではな

0.15

く、実際に変数としてほかの場所で参照できるので

0.10

る parameter はすべて 200 番台で指定して、その定数

ある。したがって極端な場合、SIGNAL で map され
を与える式に出てくる symbol を実際の parameter と
して初めに宣言しておくことも可能である。SIGNAL

0.05
0

2

4

TIME [μs]

6

8

10

図 2： msrfit によるゼロ、および縦磁場 5 G、10 G 中の時間
スペクトルの同時 ﬁt の結果をプロットしたもの。数
値テーブルは kdglf.tbl を用いた。

TYPE については、よく使われるものを後ろに表 1 と
して、まとめておくので活用して頂ければ幸いである。
SECTRUM コマンドに関しては前節までの説明で大

体尽きているが、一つだけ、時間領域ごとに packing

factor を変えたい場合に便利な tips ついて紹介する。
例えば最初の 1 µs に非常に速い緩和があって、後ろ
15 µs はむしろ packing を tight にして統計によるバラ

つきを小さくして図を作りたい時には、同じスペクト

4. Other Tips

ルを 2 つ（あるいはそれ以上）の時間領域に分割し

msrfit を更に快適に使いこなすために知っておく

たものを考えて、あたかも別のスペクトルのように

と便利な機能を少し追記しておく。まず、SIGNAL コ

input parameter ﬁle で指定すればよい。例えば、

マンドについて。複数の成分の和で表される関数で

SPECTRUM

ﬁt したいときは SIGNAL コマンドをその数だけ順次

tridata/001126.msr

並べて宣言すればよいことは前に述べたが、それで

SP

2

は 2 つの成分の積を仮定して ﬁt したい時はどうする

H

1, 2

か？例えば Gaussian 緩和と指数緩和の積の関数は、

B

60, 250, 60, 250

SIGNAL

0,

0,

0,

4,

0,

0,

0,

0,

0,

0

T

,1, 40

SIGNAL

0,

2,

0, -3,

0,

0,

0,

0,

0,

0

!

Pha Asy Frq Rlx Hop

5x[OMNI_TBL]

と 2 行にわたって 2 つの SIGNAL コマンドで map す

るが、ここで 1 つ目の SIGNAL の asymmetry に対応す

SPECTRUM

1

1

tridata/001126.msr
SP

2

H

1, 2

うすると msrﬁt はこれが 2 つの関数の積であると「解

B

60, 250,6 0, 250

釈」する。

T

1, 15., 200

る parameter が map されずにいることに注意する。こ

次に、例えば 2 つ成分があるが、その asymmetry の
和は一定という制限を科しながら ﬁt したいという

! ---------------------MINUIT commands:

Asy1 という symbol 名で最初に宣言したとすると、

msr を別の内部データ array に load するが、各々の最

ような場合がある。ここで第 1 成分の asymmetry を

とすると、msrﬁt はまったく同じスペクトル 001126.

...

後の time range の指定を見ると分かるように、最初の

3

Asy1

.048306 .00207123

-.33.

スペクトルは 0∼1 µs を 40 ns の packing で、2 番目の

33

そ れ は 1∼15 µs を 200 ns の packing で ﬁt す る。α に

...
SIGNAL

2,

3,

4,

5,

0,

0,

0,

0,

0,

0

SIGNAL

6, 201, 7, -8,

0,

0,

0,

0,

0,

0

Asy2=0.213-Asy1
!

16

Pha Asy Frq Rlx Hop

5x[OMNI_TBL]

6 この例は 2 つの回転成分（一方は単純指数関数、もう一方は Gaussian
関数で緩和）について asymmetry の和が 0.213 と一定であるという条件で
ﬁt する場合に対応する。
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同じ parameter(1) が map されているので、これですべ

も含めて詳細を知りたい方、更には msrfit を実際に

ルについて ﬁt されるわけで、実質的には 1 つのスペ

い方は筆者に直接相談されたい。

ての parameter がこれら 2 つの（実は同じ）スペクト

クトルで packing を時間領域ごとに変えて ﬁt したの
とまったく同じになることが分かるであろう。
この例のように、msrﬁt は使い込んでいくと色々

Fortran source level まで遡って自分用に customize した

5. Conclusion
UNIX 環境上で動く msrﬁt について、その set-up、

な工夫で ﬁt の実効を上げることができるという便利

input parameter ﬁle の作り方、msrﬁt のコマンド等を

さをもっている。最後に、紙上で取り上げるには少し

なるべく実際に使えるように解説してみた。データ解

面倒なのでここでは省略するが、少し研究すれば使え

析が µSR 普及の障害の一つであるという意見もある

るようになる機能についてその存在だけを言及してお

が、筆者に言わせればこのデータ解析こそが時間スペ

くと、Kubo-Toyabe だけでなく任意の解析的でない関

クトルから物理量を引き出す µSR 法のいわばエッセ

数について数値 table で ﬁt する場合には OMNI table

ンスであり、本来 µSR のデータはそれだけの詳細な

という規格の数値 table を msrﬁt に読み込ませて ﬁt

解析に耐えるだけの質の高いものなのである。得られ

することができる。また、高磁場の横回転では回転周

たデータから最大限の情報を引き出そうとする限りに

波数が極端に高くなり、実際の解析で packing が出来

おいて、解析に手間がかかるという事情は他の実験技

ない（packing を行うと回転スペクトルの asymmetry

術においても多かれ少なかれ共通するものであろう。

がつぶれてしまう）場合があるが、そのような時には

データ解析に習熟する努力と「データが何を言ってい

回転座標系にデータを変換してから ﬁt を行うという

るのかを理解する」努力とは正に表裏一体なのである。

機能もある。

この記事を機会に、より多くの人が µSR のデータ解

以上、途中の section で説明を割愛した様々な option

析について考えることを希望して結語としたい。

表 1： SIGNAL TYPE 表中の a は Phase、b は Asymmetry、c は Frequency、d は Relaxation、
e は Hop rate 又は power-law 等を表す。
説

SIGNAL

TF

明

+a, +b, +c, +d, 0

Precession with exponential damping

+a, +b, +c, -d, 0

Precession with Gaussian damping

+a, +b, +c, -d, +e

Precession with Abragam function (or Kubo-Tomita formula) use for muon hopping

+a, +b, +c, +d, +e

Precession with phenomenological (“stretched exponential”) exponent-of-power
exp(−{dt}e ) envelope

0, +b, 0, +d, 0

Simple exponential relaxation

0, +b, 0, -d, 0

Static Gaussian ZF Kubo-Toyabe

0, +b, 0, +d, +e

ZF Kubo-Toyabe with hopping; next line should supply filename of .TBL lookup
table, either Gaussian (KDGZF.TBL) or Lorentzian (KDLZF.TBL).

0, +b, 0, +d, +e

Phenomenological “stretched exponential” exp(−{dt}e ) relaxation

0, +b, 0, +d, +e

Generalized Zero-field Kubo Toyabe (ZF KT): (1/3) + (2/3)[1 − {dt}e ] exp(−[{dt}e ]/e)
Note: to get static Lorentzian ZF Kubo-Toyabe, Jess Brewer recommends Generalized ZF KT with e=1 fixed.

0, +b, -c, 0, 0

Incommensurate spin density wave function (Bessel function J0)

+a, +b, 0, +d, -e

Uemura thesis spin glass function with order parameter Q given by parameter a
and hop rate by e

0, +b, -c, -d, 0

Static LF Kubo-Toyabe, next line should supply filename of .TBL lookup table,
either Gaussian (GLF.TBL) or Lorentzian (LLF.TBL).

0, +b, -c, -d, +e

LF Kubo-Toyabe with hopping, next line should supply filename of .TBL lookup
table, either Gaussian (KDGLF.TBL) or Lorentzian (KDLLF.TBL).

+a, +b, +c,・
・
・

Any TF signal can be used for LF relaxation by providing parameters for the phase
(a) and frequency (c) whose values are fixed at zero (that’s the value, not the
pointer).

ZF

LF
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補足 1：データ変換（RAL, NeXus, PSI-BIN 形式 ⇒
MUD 形式）
ユーザーが世界中のミュオン施設で実験をしていて
まず直面することの一つは、どうやって自分が使用し

リストを見ると、RAL の ARGUS で取った *.ral 形式

と PSI の GPS 等で取った *.bin（PSI-BIN）形式のデー
タは、それぞれ ral2mud、psi2mud というコマンドで
MUD 形式に変換可能であることが分かる。Examples

ている解析ツールで読み込めるデータ形式にするか、 にある様に、shell 上で mud_util ral2mud argus0052400.

ということである。J-PARC MUSE や TRIUMF では、 ral と key-in すれば、mud_util を起動した上でインタ
MUD 形式（*.msr）のデータを提供しているので、本

ラクティブにコマンドを操作する、ということをせず

RIKEN-RAL で実験した場合は RAL 形式（ARGUS**.

し出力ファイル名を指定したい場合は、***.ral の後

稿で解説の msrfit でそのまま読み込める。しかし、 に argus0052400.msr を生成することも可能である。も
ral）または NeXus 形式（*.nexus）、PSI で実験した場

ろにスペースを空けて、-o ***.msr と追記すればよい。

合は PSI-BIN 形式（*.bin）でデータが手渡されるため、 いくつか連番の run# のデータファイルを変換したい

このままでは msrfit に読み込ませることができない。 場合には、mud_util ral2mud (***run#).ral を（startrun#）
msrfit で読み込む為には、MUD 形式に変換する必要
がある。ここでは TRIUMF が提供している “mud_util”

から（endrun#）まで for 文で繰り返すスクリプトを書
けば一度に変換できる。また、mud_util には、header

というプログラムが大変便利なので、これを用いた変

情報を表示させたり、同じ条件の run データを足し合

換方法を紹介する。

わせたり、raw データをバイナリ形式ではなくテキス

TRIUMF CMMS の HP か ら TRIUMF mSR Software
というページ（http://musr.ca/software/）に飛び、MUD

ト形式に変換する等、大変便利なコマンドもあるので、
いろいろと試してみることをお勧めする。特に、テキ

Utilities か ら “mud_util”（Linux 版 ） を download し、 スト形式への変換は自前の解析ソフト（Igor など）で
適 当 な デ ィ レ ク ト リ に お く。 端 末 上 で mud_util と

扱う時に便利である。mud2txt は count 数が Histogram

key-in すると使えるコマンドのリストが画面にエコー

区切りで左から順に Histogram が並ぶ形式になる。い

key-in すると mud_utilities が起動する。以下で “?” と
される。
msl-myzk0:2013 Miyazaki$> mud_util<cr>

1 から順に縦 1 列で書かれており、mud2col はコラム

ずれの場合も時間や bin 数は書かれず、行番号が bin
number に対応する。（例えば、1bin=10 ns であったと

MUDutil> ?<cr>

すれば、10 行目に書かれたカウント数が 100 ns 目の

Usage: mud_util <command> [options] [<infile>]

カウント数ということになる。）
なお、MUD Utilities の download サイトには、Win-

Commands:
tri2mud/mud2tri - convert between TRIUMF TD-MuSR and MUD
dat2mud/mud2dat - convert between TRIUMF I-MuSR and MUD
psi2mud/ral2mud - convert old PSI or RAL data to MUD
mud2txt/mud2col - write histograms to text file
combine

- combine two runs (with -a<file> or -s<file>)

headers

- display mud headers and scalers

dump

- diagnostic dump of mud file

help/?

- print this screen

exit/quit - exit program

ral 形式を MUD に変換する ral2mud にバグがあり、現

在の ral 形式には対応していないようである。また、

Mac 版が欲しい方は、著者らに気軽に相談されたい。
MUD 形式について詳細を知りたい方は、http://musr.
ca/mud/ を参照願いたい。

最後に、msrfit 以外の解析ツールで読み込むこと
が出来るデータ形式への変換法を簡単に紹介する。
PSI の解析ツール、“MuSRfit” は MUD 形式を読み込
むので問題ないとして、WiMDA で MUSE のデータを

Options:
-o<outfile> - specify output filename or path

読みたい場合にどうしたらよいか？ 方法は２つあり、

-e<expt#> -a<area> -m<members> - header info for __2mud

1 つは mud_util を使って TRIUMF で用いられていた

-h<n1,n2...> - select subset of histograms for mud2__
-a/-s<file> - for combine: add/subtract <file> to <infile>
Examples: mud_util tri2mud 000160.tri
mud_util dump ed:[dlog]010024.msr

18

dows 用の “mud_util.exe” というプログラムがあるが、

古いデータ形式 *.tri に変換するという方法であり、
もう１つは、“MuSRfit” 付随の “any2many” というプ
ログラムで PSI-BIN 形成に変換する方法である。
詳細は、PSI の web ページ

mud_util -e101 -mSRK&JB -o000158.msr dat2mud 158.dat

（http://lmu.web.psi.ch/facilities/software/musrfit/user/

mud_util combine 005432.msr -a 005431.msr -o 00543x.msr

MUSR/MusrFit.html）に譲り、ここではコマンドのみ
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この例は KEK-MSL において 300 G の横磁場回転

を紹介する。
asy2many –f (data file 名 ) –c MUD PSI-BIN

スペクトルを FFT で変換する際に使用したものであ

る。はじめの 3 行は msrfit でもおなじみの意味で、
一行目「1e-7,.2」とあるのは回転座標系の周波数
補足 2：msrfft (Fast Fourier Transform) の使用法
msrfft は標準的なアルゴリズムによる FFT 変換

を限りなくゼロに、またその時の時間の binning を

0.2 ms にする、ということを意味する。空行（<cr>）
も return key 入力として意味があるのでご注意頂きた

ツールで、MUD 形式の時間スペクトルデータを直接

い。一行置いて、fl（flatten）というコマンドは時間ス

扱えるのでオンライン解析や予備的な解析に便利であ

ペクトルから m-e 崩壊に伴う指数関数的な変化を取り

る。そのような予備的な使用を想定して、簡便な使い

除く作業を意味し、apod（apodization）は有限な時間

方を以下に紹介する。

幅のデータを変換するときに周波数空間で現れる高調

まず、msrfft は msrfit と同様に端末から起動して

波（サテライト）を押さえるためのフィルタを使うと

が、毎度これをやるのは面倒なので一連のコマンドを

medium、strong のいずれかから選んで指定する（こ

interactive にコマンドを受け付けるようになっている
スクリプトとして保存したファイルを用意し、msrfft

いうコマンドである。フィルタの強さを none、weak、
の例では medium）。さらに 3 行後、「phasecor」と

を起動したところで「@filename」のように実行する

あるのは FFT の結果を実部と虚部に分けて表示する

ことにしよう。そのようなスクリプトの例を以下に掲

際に、それぞれがちょうど正弦と余弦の係数になるよ

げる。

うに回転スペクトルの位相を補正するもので、確認の
y の後にある「2.8,5.」はその補正を行う周波数の

SP 2,1e-7,.2
H 1,2（ ←back ground を指定した時は , 次の行で B で

範囲（ここでは 2.8 MHz から 5.0 MHz まで）を示す。
これで時間スペクトルの処理を終えて（n）、結果を

指定。T0 の補正をしたい時は M で指定。）

表示させるステップに入る（plot）。ここで何を表示

T ,16

させるかにはいくつかのオプションがあるが、単に回
転周波数を確認したいだけであればこの例のように

<cr>

「power」（=Fourier power）あるいは amp（amplitude）、

fl
y

real（real amplitude）というコマンドを使う。次にど

freq 32768（←256, 512, 1024, 2048,4096,8192,16384,32768, 65536, 131072, 262144 (max)）

のような基準でピークを選ぶか聞いてくるので、それ

apod

は空行で返して default の設定に従い、最終的に FFT

medium （←none, weak, medium, strong）

で scan したい周波数範囲を指定する。これから先は

DOPLOT のコマンドに従い、graph 軸を box 型（コマ

<cr>

ンド b、確認に y）、文字サイズを 0.2（コマンド c）、

<cr>

x 軸の表示領域を 2.8 MHz から 4.8 MHz の間に設定、

all

と い う 風 に 進 む。 最 後 の 空 行（return） で pgplot が

phascor

FFT の結果を表示してくれるはずである。

y

上記のスクリプトを納めたファイル名を 300g.fft と

2.8,5.
n

しよう。X11 を起動してこのファイルが置いてある

plot

directory 上で msrfft を起動する。以下のように FFT:

power （←power, amp, real, imag. real (or imag) の場合は、
<cr>

			

2.8,5.

2.8,5.

			

<cr> の順になる。）

というプロンプトが出てきたところで data（又は、
d）というコマンドを入力する。するとはじめに「DB

data を読むか？」と聞いてくるのでそのまま return（no

b

という意味）すると、今度は MUD 形式のデータファ

y

イル名を聞いてくるのでここでデータファイル名を

c .2

path も含めて正しく入力する。正しく読み込まれると

x 2.8,4.8

データのヘッダ部分が表示されて SPECT というプロ

<cr>

ンプトが現れるので、そこで先ほど作成したスクリプ
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トファイルを実行する。

補足 3：msrfit のあれこれ Q & A

msl-kadono:~/boom/tio2 kadono$ msrfft

Q. msrfit で input file がうまく読み込めない (>_<)

--- M S R F F T ---

A.

input file がうまく読み込めず、エラーが出るとき、

FFT: data

input file でスペースではなく、Tab が入っていた

Read in .DB data?

り、空行が必要なところに空行がなかったりする

Enter MUD Filename: msrdata/pia1003748.msr

ことがよくある。間違いがないか 1 つ 1 つ丁寧に

Run # 3748: TiO2 5K TF300G P//[001]

チェックをしてみよう。もし、それでも改善され

SPECT: @300g.fft

ない場合は、正しく読み込みができている input
file をコピー・編集するのが近道である。

...

これで問題がなければ FFT の結果が表示され（図 3
参照）、terminal 上で DOPLOT: というプロンプトが表

示される。印刷したい場合にはここで terminal を選ん
で hard というコマンドを入力するとファイル名とそ

の形式を聞いてくるので、fft.ps/ps（ファイル名＝ fft.

ps、形式＝ postscript）と入力すると fft.ps というファ

Q. msrfit で得られた、時間スペクトルを Igor など
のグラフソフトで書かせたい！
A.

Igor 等の標準のグラフソフトで書かせるには、
msrfit 上で時間スペクトルを plot し、2 回目の
>DOPLOT のところで、db というコマンドを入力

イルが作られる。また、ここで db というコマンド

すると、保存したいファイル名を聞かれるので、

を入力すると保存したいファイル名を聞かれるので、

適当な名前（例えば、zf4k.db）で保存する。この

fft.db と入力すると db 形式というちょっと変った形式

ファイルは、db 形式と呼ばれる TRIUMF 独自の

Frequency、2 列目に y 軸の Power や Real 等の Ampli-

各行が左から X（ここでは Time）
、Y（Asymmetry）

の text データでファイルが作られる。1 列目に x 軸の

tude、3 列目は 2 列目の値が実データか error bar かを判
断する為の TYPE になる。X, Y のみを使えば、その

まま Igor 等のグラフソフトに読み込ませてグラフを
書かせることができる。

データベースソフト “db” 用のテキストデータで、
の数値、およびスペクトルの TYPE となってい

る。ファイルの中身を覗いてみると同じ時刻（X）
が 5 つずつ並び、それに対してそれぞれ異なる
Asymmetry（Y）の値を持っている。TYPE は、こ

れらをデータ点〜 error bar までを一筆書きできる
ようにする為の形式らしく、これで判断してデー
タ値、negative error、positive error をつけている。
例えば、以下の様な並びがあったとしたら、
3748: TiO2 5K TF=300G P// [001] [1 vs 2] ASY
6×10

Fourier Power

4×10

−3

−3

DATA X Y TYP
		

0.3280000,,,

0.1941627,,,

1,,,

		

0.3280000,,,

0.1941627,,,

-2,,,

		

0.3280000,,,

0.1930896,,,

-1,,,

		

0.3280000,,,

0.1952359,,,

-1,,,

		

0.3280000,,,

0.1941627,,,

-2,,,

		

0.5200000,,,

0.1873698,,,

1,,,

		

…

Y の値が 3 つとも等しい 1、2、5 行目（TYPE 1,

2×10

−3

-2）がデータ値、TYPE -1 となっている 3、4 行
0

目のうち、小さい値を示している 3 行目の値と 1
3

3.5

4

Frequency (MHz)

4.5

図 3： msrfit による FFT 変換の例。本文中の 300g.fft によっ
て得られたもの。

行目の値の差が negative error、大きい値を示して

いる 4 行目の値と 1 行目の値の差が positive error
になる。さらに、もし 2 つの時間スペクトルを同

時に表示した状態で書き出した場合、2 つ目の時
間スペクトルの TYPE は、2,-3, -1-1, -3 というよ
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うな並びになる。最後に、ファイルの終わりの方

IND_VAR = 299.9,0.24,, \

で時間がもう一度先頭に戻り TYPE が全て -1 と

Pha = 18.78090138,0.416161,0.416454, \

なっている部分がある。この部分が fit の結果を

Asy1 = 0.123439971,6.903E-4,6.902E-4, \

表示している部分となる。

Frq1 = 813.5043784,5.236E-4,5.233E-4, \

これをそのまま、標準のグラフソフトに読み込ま

Rlx1 = 0.085957098,0.003327,0.003403, \

せても、素直にグラフは掛けないので、X (Time),

CHI_SQ =

Y (Asymmety), negative error, positive error, fit とい

N_DEG_FR=

うように整列し直す必要があり、そのように変換

6751

するプログラムを自分で作ることになるわけだ

290.25

,1,, \

3103,,, \

Ag SRTF6T 300K (RRF) HiTime

…

が、その手間を省きたいという方は、筆者らに相
次に、これを plot する方法は、いくつかある。こ

談して頂きたい。
Q. 温度（磁場）依存性を plot したい。
A.

まず、〇〇 .db（名前は適当で良い）という text
フ ァ イ ル を 作 り、 以 下 の 様 に Title、Label

（軸ラベル名）、data（パラメーター引数名）を
書込んでおく。Title、Label は適当な名前で

こでは、Linux（32bit）上で動く、db というプロ
グラムの使い方を紹介する。
〇〇 .db があるディレクトリで、db とコマンド

を打ち、@ 〇〇 .db とすることで読み込ませるこ
とができる。
[mmiya@msl-myzk1 2010_HiTimeAg6T]$ db

よ い。Label の 指 定 後 は、1 行 空 け て data と

V01.01 2001-01-09 Deb Linux 2.2 CMPC57.PH.BHAM.AC.UK Riseman

す る。data の 次 の 行 か ら、msrfit で 吐 き 出 さ

DOPLOT_init: Hardcopy default db.ps/ps

れ る answer file（*.atf, *.azf, *.alf 等 ） を 並 べ る。

DOPLOT_init: New current device is /XSERVE from

Emacs 等を使っていれば、Ctr-x, i でファイルを挿

/xserve

入できる。端末上からなら、cat コマンド等で、

DB> @ 〇〇 .db

〇〇 .db ファイルの後ろに追記していく様にすれ

Title

ばよい。ここで、挿入された answer file のパラメー

ター数と data で指定したパラメーター引数名の

Ag (ref.) 6T temperature dependence
Label

数が一致していないと正しく読み込めないので注

Temperature (K)

意。挿入する各 answer file 間には空行はいれず、

Phase (Degree)

そのまま次の行に書き加えていく。最後に（ここ

Asymmetry

では \ になっているが）バックスラッシュがな

Frequency (MHz)

い行でこの温度（磁場等）でのパラメーター入力

Relaxation rate (MHz)

データは終了と判断し、次の新しい温度（磁場等）

Chi square

を読みにいくという仕様になる。ファイルの最後

NDF

に空行を 1 行空けておくとよい。
Title

data tmp phs asy frq rlx chi ndf

Ag 6T temperature dependence
Label

IND_VAR = 299.9,0.24,, \
+ Pha = 18.78090138,0.416161,0.416454, \

Temperature (K)

….

Phase (Degree)

+ 6772 Bi2201 Ag SRTF6T 125K (RRF) HiTime after He

Asymmetry

>

Frequency (MHz)

DB> p tmp rlx

Relaxation rate (MHz)

Point type? 1

Chi square

DB>

NDF

DOPLOT>
DOPLOT>

data tmp pha asy frq rlx chi ndf
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DB> となっているところで、p（plot）tmp（X 軸）

M（Marker）というコマンドで指定し直すことが

rlx（Y 軸）とすると図示される。tmp や rlx は、

で き る。M（H1 の ）T0, T1, T2,（H 3 の ）T0, T1,

なる。Point type というのは、データ点の色である。

る。T0 は時間原点、T1 は解析で実際に使う（取

〇〇 .db ファイル内で指定したパラメーター名に

T2, … というように並べた histgram の順に指定す

1 を選べば、赤 (R)、2 は緑 (G), 3 は青 (B)、…と

り込む）時間の始まり、T2 はその終わりをそれ

なり、何も指定しない場合は黒（0=K）となる。

ぞれ指している。 例えば、以下の様になる。

2 つ目の DOPLOT> での操作は、msrfit 等で解説

H 1, 3, 4, 2

されているので省く。最後に q でプログラムは

M 6100,6110,204800,6098,6108,204800,6099,6109,204800,6101,6111,204800

終了する。ここで、ちょっとだけ便利な機能を紹

T 0, 8,

介する。DB> で
Q. msrfit におけるパラメーターの上限などの仕様

DB>gene chi2

などを知りたい。

DB>chi2=chi/ndf

とすれば、新しくパラメーターを指定できる。上

A. 筆者がおよそ知る限りは、以下の通り、
・パラメーター数の上限は 50 くらいまで。

2

の例と同じ様に DB> p tmp chi2 とすれば、c

が plot できる。また、Knight shift 測定で frq を外

・パラメーター id や 200 番台は、数字が飛んでい

部磁場と差分を取って割れば、shift の温度依存性

ても問題ない。

が plot できる。

・200 番台は、一応 201~299 まで指定は可能。但し、

最後に、〇〇 .db を一般のグラフソフトに取り

200 番台で指定したパラメーターが重なった時は、
上書きされるので、global fit などで、200 番台を

込む方法を紹介する。これまで述べた様に、これ
も db 形式と呼ばれる text 形式なので、そのまま

多用する時は、番号が重ならない様に注意する。
・SP 4 で使用できる RRF は、Up-Down（実部）と

読み込むとちょっと面倒である。そこで、必要な
データを抽出するスクリプト db2ssl.pl（幸田章宏

Left-Right（虚部）のように 4 つのカウンターを

氏の手になる）の存在とその使い方を簡単に紹介

組にして使用するのが基本だが、2 つだけの場合

しておく。

でも使用可能である。但し、SP 4 で RRF を選ん

だとき、binning は RRF の整数倍に取る必要があ

$> db2ss1.pl < 〇〇 .db > △△ .txt<cr>

とすると、△△ .txt というファイル中にパラメー

るので、SP 4, RRF=812.7, 60/RRF のように指定す

ターの値が左から順に並び替えて出力される。但

るとよい。

し、〇〇 .db の最後に空行が 2 行ないと error が

・SP 4 で RRF を選んだとき、msrfit では、H で指
定する histogram の順番は、Up, Down, Left, Right

でる仕様なので注意してほしい。

H 1,3,4,2）の順だが、
（TRIUMF の HiTime では、

db プログラムは、ユーザーへの提供を検討し

ている OS イメージのパッケージにインストー

msrfft の場合は Left と Right が逆になる（TRIUMF

ルされている予定である。なお、64bit Linux や

の HiTime では、H 1,3,2,4）。

MacOS には現在対応していないので、自分の PC

・読み込める histogram 数は、8 つまで。9 番目以降
はデータがあっても読み込まれない。もし PIS-BIN

上で使いたい方は、source からコンパイルする必

から MUD に変換した際に histogram が 9 つ以上

要がある。
なお、GUI で db をつかえる µView というプ

あった場合、現在の msrfit では、9 番目以降は

ログラムが TRIUMF から提供されている。これ

使用できない。

は Java プログラムで書かれており、OS に依存
せずウェブブラウザ上で利用できる。TRIUMF

Q. 知っていると便利な小技を知りたい。

CMMS の ウ ェ ブ ペ ー ジ（http://musr.ca/muview/） A.
から download でき、マニュアルもあるのでそち
らを参照して頂きたい。
Q. どうも T0 が少しずれている様な気がするが…
A.
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Background を指定するコマンド B と同じ様に、

実験データを data 以下に施設や年別にディレク
トリにまとめておき、解析をするディレクトリは、
別にしておく。例えば測定サンプルごと。そして、
その各ディレクトリで data という名前でオリジ
ナルデータのある場所にリンクを張っておくと、
実験中に解析していた input file を自分の PC に持
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A.

ち込んでも data の参照方法が変わらないので便

ないなどの見落としが起きるので、どうしても使

利である。例として、以下の様にしてシンボリッ

いたいという方は始めに正しい fit 結果が出るこ

クリンクが張れる。

とを確認してから、chain fit で温度依存性などの一

$> ln –s ~/msr/data/J-PARC/2013/ data

連の結果を出力させるという使い方をお勧めする。

plot で x, y の scale を指定したい時、0 を入力す

ると auto scale としてみなされるので、0 から表

Q.

示させたい時は、-0.000001, など限りなく小さな
値を入力してみる。
A.

で関数を書きたい。
A.

msrfit 上で 2 つ以上の *.msr データを足し合わせ
る。さらに 2 つ目以降 SP 等の情報を省略。

緩和率を Redfield の式で表すというように、自分
200 番 台 を 使 う こ と で、Asy=0.22-asy1-asy0 や、
Rlx=sqrt(rlx1**2/2) のように自分で関数を書くこ

とができる。以下に動的な揺らぎがあった場合の

Input file で 2 つめの SPECTRUM を指定する前に

縦磁場実験の解析で有用である、Redfield 式（近

ルに足し合わせることが可能である。同条件下で

SIGNAL で緩和率の id 番号を 106 番以降の値を指

ADD コマンドを加えることで 1 つ目のスペクト
統計を足し合わせたい時に便利。
mud_util を使えば、*.msr データ自身で足し合わ

せることができる。さらに、下の例にある様に 2
つ目以降の時間スペクトルで *.msr データを読み

似式 : l=1/T1=2d n/( n + w ) ）の例を上げておく。
2

2

2

定（ここでは、106 番）し、SPECTRUM の 6 番目

のところで，更に 200 番台を使用する。こうする
ことで、磁場（Redfield の式の w）をそれぞれ変
えながら、global fit ができるようになる。dlt や

込ませた後に同じ SP や H, T などを指定する場合

nu は、パラメーター id で宣言されたもので、2

のスペクトルで指定したものを使用する。

値を見積もることができる。pi は円周率 p、べき

SPECTRUM

**2 のように書く。! はコメントアウト。
乗の指数は、

は、PREV（previous spectrum）とすれば、1 つ前
1

つの変数に対し 3 つ以上のスペクトルがあれば、

./data/001126.msr

!ZF

SP

2

SPECTRUM 1,,,,,201

H

1, 2

lmd0=2*dlt**2*nu/(nu**2+(2*pi*0.013554*0)**2)

B

60, 250, 60, 250

./data/0052400.msr

T

,1, 40

SP 2
H 1,2

ADD
SPECTRUM

T 0,15,200
1

./data/001127.msr

!LF=100G

PREV

SPECTRUM 7,,,,,202

A. 横磁場回転スペクトルの包絡線を plot させる。

RRF=***(MHz) の値を実際にデータで観測されて

./data/0052401.msr

いる回転周波数に指定すればよい。

PREV

Q. chain fit とかできないんですか？
A.

lmd100G=2*dlt**2*nu/(nu**2+(2*pi*0.013554*100)**2)

!LF=500G

fit 結果を確認しなくなるのであまりお勧めできな

SPECTRUM 8,,,,,203

いが、shell のリダイレクト機能を用いて msrfit

lmd500G=2*dlt**2*nu/(nu**2+(2*pi*0.013554*500)**2)

< ***.izf とすると msrfit は指定された input file

./data/0052402.msr

を直接読み込む。これを使って、スクリプを書け

PREV

ば run**** から run$$$$ まで for 文で回しさら

に answer file まで〇〇 .db に書き込みところまで
スクリプトに書いておけば、なんちゃって chain

最後に、コマンドが分からなくなったら取り敢

fit ができる。しかし、先にも述べた様に全く合っ

えず ”?” と打ってみよう！

ていない fit 結果を出力していたとしても気づか

きっとあなたの助けになってくれるはず。
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2. インストール

WiMDA の使い方

WiMDA の最も簡単な入手方法は、RAL の実験室に

ある解析用 PC からフォルダごとコピーすることです。
解析を行いながら実験をしますので、そのときの実行

川股 隆行

ファイルなどを入手しておくことをお勧めします。そ
れが入手できなくても、最新版の WiMDA は、HP「http://

東北大学

shadow.nd.rl.ac.uk/wimda/」の上部にあるリンクからダ

大学院工学研究科応用物理学専攻

ウンロードできます。コピーした WiMDA もダウンロ

Dr. Takayuki Kawamata
Department of Applied Physics, Tohoku University

ードした WiMDA も適当なフォルダ下に置き、初期設
定をすれば、使えるようになります。筆者的には，分
かりづらいウインドウズ OS のアクセス権とセキュリ
ティを回避するためにも、「C:\Program Files」や「C:\

Program Files (x86)」の下ではなく、C ドライブの下に、

1. はじめに

たとえば、「WiMDA」というフォルダを作成して、そ

ミューオンスピン緩和（mSR）の実験で得られたス

のフォルダの下に WiMDA のファイルを置くことをお

ペクトルから物理的な情報を抽出するためには，その

勧めします。さらに、この HP から英語版のマニュア

物理状態に対応した関数を使い、フィッティング解析

ルがダウンロード出来ますので、ダウンロードして、

をする必要があります。mSR スペクトルに対してフ

一度、目を通しておくことをお勧めします。

ィッティングを行えるソフトウェアは、たくさんあり

WiMDA の機能を完全に使用したい場合は、「http://

ますが、本記事では、WiMDA の使い方を説明します。 shadow.nd.rl.ac.uk/wimda/install.htm」 に 記 載 さ れ て い
WiMDA は、英国 ISIS の Francis Pratt 氏が作成したウ

るインストール方法を行う必要があります。圧縮さ

インドウズ OS 上で動作するソフトウェアです。グラ

れたファイルや NeXus 形式のファイルを読むために

フィカル・ユーザ・インタフェース（GUI）を持つソ

は、上の方にあるリンクから「WiMDAinstall.zip」

フトウェアであるため、主にマウスを使って操作する

をダウンロードして、解凍して得られたファイルを

ことになります。ウインドウズ OS で動く GUI ソフト

WiMDA の入ったフォルダにコピーする必要があり

ということで、学生や mSR 初心者の研究者にとって、 ま す。 こ の「WiMDAinstall.zip」 フ ァ イ ル 内 の
とっつきやすいかも知れません。しかし、WiMDA を 「WiMDA.exe」は、バージョンが古い場合があるので、
使ってみると分かりますが、設定しなければならない
項目がそれなりにあり、ウインドウもごちゃごちゃし

最新版の WiMDA に上書きしないようにしてください。
さ ら に、Graphics Layout Engine (GLE) を イ ン ス ト ー

ているため、初めから簡単に使える訳ではありません。 ルすれば、WiMDA からの操作で、解析結果の図を eps
この点を出来るだけ分かりやすく説明し、初心者でも

形式で出力させることができます。ただし、本記事で

正確に mSR スペクトルの解析を行えるようにするの

は、図の作成など、高度な使用方法に関する説明は記

が 本 記 事 の 目 的になりま

載しません。

す。もう一点、重要なこと
で す が、WiMDA に よ る 解
析結果を示した論文には、
WiMDA を 使 用 し た こ と と

論 文「F.L. Pratt, Physica B

289-290 (2000) 710」の参照
を求められていますので、

実験データがあるフォルダ
解析結果が保存されるフォルダ
ユーザ解析関数のファイルを置くフォルダ
一時的なファイルが置かれるフォルダ

忘れずに記載するようにし
ましょう。
図 1： Setup ウインドウ。
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ンで「Setup」ウインドウを閉じて、設定は終了です。

3. ソフトウェアの設定
WiMDA を初めて起動した場合、図 1 のような Setup

この設定は、WiMDA のメインウインドウのメニュー

から「File → Setup」を選べば，いつでも変更できます。

ウインドウにて、動作に必要なフォルダの設定を求
め ら れ ま す。 必 要 な 設 定 は、4 番 目 の「Temporary
directory」の設定です。これは、WiMDA がデータファ

4. データの読込

イルを読み込むときに、一時ファイルを作成するため

設定が行われると図 2 のような、ウインドウが表示

のフォルダです。「C:\temp」やウインドウズ標準のテ

されます。これが WiMDA のメインウインドウです。

ンポラリーファイルフォルダを指定します。ゴミファ

このウインドウによる操作が起点となって、様々な操

イルが残る可能性がありますので、気軽に中身を削除

作をすることになります。

できるフォルダを指定することをお勧めします。

WiMDA は、
「Raw data directory」にある「Run number」

他の設定に関しては、「Raw data directory」は、デ

で指定されたデータファイルを「Temporary directory」

ータファイルを読み込むためのフォルダの指定になり

にコピーして、それを読み込んでいます。そのため、

ます。しかし、この設定は、フォルダを変更してデー 「Raw data directory」を読み込みたいデータファイル
タファイルを読み込むときに自動的に変更されるた

があるフォルダに指定する必要があります。そのとき

め、ここでは特に気にする必要はありません。
「Analysis

は、メニューの「File → Open」で出てくるウインド

directory」は、フィッティング解析におけるフィッテ

ウの「Browse」ボタンを押して、読みたいデータファ

ィングログなどのファイルが保存されるフォルダに

イルを選択します。そうすると「Raw data directory」

なります。これもデータファイルの選択時に自動で

が自動的に変更され、データファイルが読み込まれ

切り替わる場合もありますが、フィッティングを行

て、ウインドウがたくさん表示されます。読み込める

うときにフォルダを変更します。「Fit library directory」 データファイルは、現在、表 1 のようになっていま
は、WiMDA に標準で含まれていない関数を使いたい

す。WiMDA は、ファイル形式の違いを自動的に判別

場合、その解析関数のファイルを保存するためのフォ

して、設定に必要な項目だけをウインドウに表示しま

ルダです。WiMDA.exe があるフォルダか、図 1 のよ

す。J-PARC のデータも、ソフトを使って WiMDA が読

うに「fitlibrary」というフォルダを指定します。ユー

み込める形式に変換可能であり、ほぼすべての主要施

ザ定義の解析関数の作成方法は本記事で説明しません

設のデータを読むことができます。今回の説明では、

が、RAL にある解析 PC には、「musrfunctions.dll」と

RAL の MACS 形式（拡張子 ral）のデータファイルを

いう解析関数がたくさん入ったファイルがありますの

読み込んだときのウインドウを使って説明します。

で、これを「Fit library directory」に入れておくと使用

他の Run number のデータファイルを読むためには、

できる関数の数が増え、便利です。「GLE command」 図 2 の①に Run number を指定して、「LOAD」ボタン

や「Decompress command」は、第 2 節にあるように、 を押します。「STEP」ボタンは、①の数字を増減させ
WiMDA の付加的な機能ですので、この機能を使わな

るだけで、「CO-ADD」ボタンは、読み込まれている

い場合は、変更する必要がありません。
設定が終わったら、右下の
「Done」ボタンを押します。こ
のとき、設定したフォルダが存
在 し な い 場 合 は、WiMDA に よ

読み込むファイルの
Run Run
number(①)
number

読み込まれた
ファイルの情報

って新しく作られます。そして、
「GLE command」と「Decompress
command」が正しく指定されて

い な い 場 合 は、WiMDA に 文 句

ファイルを
読み込む

を言われます。しかし、これら
の機能を使わない場合は、この
文句は無視して問題ありませ
ん。その後、右上の「×」ボタ
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図 2： メインウインドウ。
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表 1： 読み込めるデータ形式。

施設

形式

・

スペクトロメータ

RAL

MCS，MACS，NeXus 形式
（MUSR，EMU，DEVA，HiFi，ARGUS，ARGUS，CHRONUS）

PSI

BIN 形式，DAT 形式（GPS，LTF，GPD，DOLLY）
NEMU 形式（LEM）

TRIUMF
KEK

TRI 形式
π ポート, µ ポート

データに①のファイルのデータを加算する操作です。 置によるカウント数の補正項です。まず、A(t) を計算

「<<」と「>>」は、①の数字の 1 つ前か後のファイル

するために、読み込まれたヒストグラムに対して、前

を読み込むことを意味しています。

方カウンターのものか、後方カウンターのものか、他
のカウンターのものかを指定することが必要です。そ
れは、図 3 の「Grouping」ウインドウで設定します。

5. アシンメトリーの描写
5.1

まず、RAL や J-PARC など、カウンターが前方と後方

のみならば、左上にある「Groups」の部分で 2 を選び

カウンターの設定

データファイルは、スペクトロメータに配置された

ます。PSI のように、上方、下方、右方、左方にもカ

各カウンターで観測されたミュオン崩壊数の時間依存

ウンターがあるならば、その数だけグループ数を指定

性（ヒストグラム）の集まりになっています。mSR では， します。このグループとヒストグラムの番号の対応付
式 (1) を使って、このヒストグラムをアシンメトリー

けは、左下にある「Edit」ボタンを押して表示される

A(t) に変換します。

ウインドウを使って変更できます。しかし、データ
ファイルに記載されているのか、WiMDA が自動的に

F (t) − αB(t)
A(t) =
F (t) + αB(t)

(1)

設定しており、基本的に変更する必要はありません。
「Asymmetry options」枠の中にある、「Forward group」

ここで、t は時間，F は前方カウンターのカウント数、 と「Backward group」に、前方カウンターと後方カウ
B は後方カウンターのカウント数、a は装置、試料配

ビニングの設定

ンターに対応したグループ番号を指定します。

ヒストグラムの設定

t0t0の設定
good offsetの設定
t tgood
offset
有効な最後のbinbin

グループ数の選択

binを纏める個数
bin
（Fixedで使用）

Fixed

binを纏める設定
bin
（Variable, Constant errorで使用）

前方, 後方カウンター
のグループを選択

Variable, Constant error

バックグラウンドの補正

α αの入力

数え落としの補正

カウンタ番号を
グループ番号に
対応付る

設定の保存
と読み込み

α
αの見積もり

図 3： Grouping ウインドウ。
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5.2

す。ただし、この機能は、「Use File values」にチェッ

ヒストグラムの設定

次に、ヒストグラムに対して、ミュオンが試料の

クを入った状態でデータファイルを読み込んだときに

入った時間 t0 を設定し、t0 のバラツキを考慮して、そ

反映されるので、新たにチェックした場合は、データ

の時間帯のデータを解析に使わないようにするパラ

ファイルを読み直す必要があります。

メータ tgood offset を設定します。特に、パルス mSR で

これら t0 と tgood offset の値を手動で確認、設定するた

めには次のよう操作をします。図 3 の左上の「Groups」

は、ミュオンが試料内に入る時間に大きな幅があるた

め、正しい解析のために正しい設定が必要になります。 の部分で 1、「Binning type」で「Fixed」を選び、左の

DCmSR の場合は、t0 にバラツキはほとんどありませ 「Bunch factor」を 1 にします。真ん中左上の「Histogram
T0/BG」枠内の「Use File values」のチェックを外し

ん。基本的に、t0 と tgood offset の値は、施設のスペクト

て、左の「T0 bin」と「T good offs」に 0 を入力しま

ロメータによって異なり、ビームラインやスペクトロ

す。図 5 の「Plot Parameters」ウインドウの左の「Plot

メータやデータ収集システムに変更がなければ変化が

ありません。しかし、マシンタイムごとに、一回は、 Data Group」枠の「Data Group」で「All groups」を選
び、すぐ右の「Plot Mode」を「Raw plot」モードを選

t0 と tgood offset の値が正しい値になっているかを確認し

びます。「Plot Style」で「Dot」を選び、下の「Axes」

ておくべきです。

まず、パルス mSR での設定を説明します。図 4 に、 で「Auto Y Scale」 に チ ェ ッ ク を 入 れ て、「X axis
units」に「Raw bin number」を選びます。そうすると

シングルパルスとダブルパルスにおいて、ミュオンが

試料内に入る数 I と、そのときのミュオン崩壊のカウ 「WiMDA Plot」ウインドウに、全カウンターにおける
ミュオン崩壊数の bin 数依存性が表示されます。この

ント数 N のヒストグラムを示します。t0 は、試料内に

状態で「Axes」で「Auto Y Scale」のチェックを外し

ミュオンが入るときの中心の時間として設定すべきで

すので、図 4 のようにパルスの真ん中に設定します。 て、
「Y minimum」に 0 を入れ、
「X minimum」に 0、
「X

maxmum」に適当な数字（RAL なら 50 程度、PSI な

そして、ミュオンが完全に試料に入り終わるまでの範

ら 500 程度）を入れて、ミュオンが入射されたとき周

囲のデータは使えませんので、その間を削除する必要

辺のヒストグラムを表示させます。そして、「T0 bin」

があり、この大きさを tgood offset で指定します。この t0
と tgood offset は、図 3 の「Grouping」ウインドウの右上

の値を増やしますと、点が消えて行きますので、図 4

部分で設定します。入力する単位は、ヒストグラムに

のような位置にまでの点が消えるまで「T0」を増や

おける bin 単位です。これらの値は、装置によって決

し続けます。その後、「T good offs」の値を増やして、

まっている値であるため、読み込むデータファイル内

有効なデータのみが表示されるように値を設定しま

に記載されている場合もあります。そのときは、図 3

す。これで，t0 と tgood offset の設定は終了です。

values」にチェックを入れておけば、それが使われま

トグラムに対して個別に設定を行う必要があります。

の真ん中左上の「Histogram T0/BG」枠内の「Use File

N

t0 と tgood offset の設定を正確に行うためには、各ヒス

(a)

N

I

t good offset

t0

t

t

(b)

I

t good offset

t0

t

t

図 4： (a) シングルパルスと (b) ダブルパルスの mSR における t0 と tgood offset の決め方の模式図。
上部はミュオン崩壊数 N、下部は試料に入るミュオンの個数 I の時間 t 依存性。
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ヒストグラムの表示設定

アシンメトリーの表示設定

正ミュオン
負ミュオンの選択

全グループのヒストグラムを表示
アシンメトリーを表示

データの表示設定

選択グループのヒストグラムを表示
プロット画面の軸の設定

図 5： Plot Parameters ウインドウ。

そのためには、図 3 の左上の「Groups」をヒストグラ
ム数だけ選び、左の「Histogram T0/BG」枠内の「All

Same T0」 の チ ェ ッ ク を 外 し て、「Histogram T0/BG」
枠内の左にある上下ボタンで各ヒストグラムを選択し

5.3

バックグランドとカウンターデットタイムの
補正

図 3 の右下に、ヒストグラムの補正に対する設定

ながら、「Histogram T0/BG」枠内の「T0」の値を設定

があります。「BG correction」枠内で指定されるのが、

する必要があります。しかし、パルス mSR 測定でカ

バックグラウンドの補正です。この補正では、試料内

ウンターが多い場合、個別に設定することは現実的で

に入ったミュオン崩壊からではない（陽）電子のカウ

ありませんし、それほど大きくズレるものではありま

ントを取り除くということを行います。このバックグ

せん。したがって、全カウンターをまとめて設定して

ラウンドは、DC ビームのような、常時、ビームライ

も、問題はありません。精度の高い解析をして、精度

ン方向からなんらかの粒子が飛んで来る状況で大きく

の高い物理を求める場合は、個別に設定を行った方が

なります。この補正を行わないと、バックグラウンド

良いと思われます。

のカウント数と同程度になるカウント数が少ない時間

一方、DCmSR の場合は、この設定は個別に行います。 帯（t が大きい時間帯）でアシンメトリーに顕著な歪

高時間分解能がある DCmSR では、ヒストグラムの
bin が細かく設定されていることもあり、カウンター

みが見えてしまいます。設定は、基本的には、「auto」
を選べば、問題ありません。これは、バックグラウン

ごとに t0 の bin 値が異なっています。この場合、真ん

ドが時間に対して一定のカウント数となるとして、各

と「All Same T0」 の チ ェ ッ ク を 外 し て、「Search for

の式でフィッティングを行い、得られた定数項をバッ

中左上の「Histogram T0/BG」枠内の「Use File values」 グループのヒストグラムをミュオン崩壊の式と定数項
T0」ボタンを押します。これにより、自動的に t0 の
検出が行われて、「Histogram T0/BG」枠内の「T0」に

個別に値が入力されます。tgood offset の値は、自動的に

クグラウンドとして、そのヒストグラムから引き算し
ています。
次に、カウンターがミュオン崩壊による（陽）電子

入力されませんので、パルス mSR 場合と同じように、 を数え落とすことに対する補正の設定を説明します。
上記の手順で、実際のヒストグラムを見ながら値を設

これは、「Deadtime correction」枠内で設定します。こ

定します。この設定は、全カウンターで共通の値とし

の原因は、カウンターが同時複数個の（陽）電子の通

て、右の方にある「T good offs」で設定します。この

過を 1 カウントとして数えてしまうことや、1 つの（陽）

値は、PSI においては 3bin 程度になります。

電子をカウントした直後のわずかな時間、次の（陽）
電子のカウントができないことによります。つまり、
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一度にたくさんのミュオンが試料内に入射されてカウ

時間領域では、大きな bin 数でまとめます。このまと

ント数が非常に大きくなっている時間帯、たとえば、 め方の設定は、「Grouping」ウインドウの右側にある
ダブルパルスを用いたパルス mSR 実験のミュオン入 「Initial bin (ms)」と「10 ms bin」の値を調節して変更
射直後（t が小さい時間帯）において、この補正が必

することができます。「Constant error」は、エラーバ

要になります。この補正を行わないと、アシンメトリ

ーが同じ大きさになるように、bin をまとめます。こ

ーは、ゼロ時間周辺で歪みます。これも、基本的には、 のまとめ方の設定も、ウインドウの右側にある「Initial
「Auto Estimate」を選択すれば大丈夫です。この補正

bin (ms)」で設定します。ここで注意しなければなら

の必要性は、ビーム強度に対するカウンターの大きさ、 ない点があります。WiMDA のデータフィッティング
カウンターの特性に依存しますので、実験時のビーム

は、ビニングされたデータに対して行っています。つ

強度やスペクトロメータによって異なります。そのた

まり、ビニングによって、フィッティング結果が異な

め、補正を行う必要があるかどうかは、施設の方に確

るということです。その差異は大きくありませんが、

認することをお勧めします。

系統的な結果を議論する場合、ビニングを統一して解
析を行う必要があります。

6. アシンメトリーの設定
6.1

アシンメトリーの表示

各カウンターのヒストグラムを正しく読む設定が出
来ましたので、式 (1) を用いてアシンメトリー A(t) に
変換します。再び、アシンメトリーを表示させるに

6.3

a の値の決定

前方カウンターと後方カウンターのカウント数のズ
レによって生じるアシンメトリーのズレを、式 (1) に
おける a の値を使って補正します。このズレは、前
方と後方のカウンターの感度の違いや配置のズレなど

は、図 3 の「Grouping」ウインドウの左上の「Groups」 によって生じ、さらに、試料がスペクトロメータの
を第 5.1 節で述べたように正しく選び、「Asymmetry
options」枠の中にある「Forward group」と「Backward

group」に、前方カウンターと後方カウンターに対
応 し た グ ル ー プ 番 号 を 指 定 し ま す。 図 5 の「Plot
Parameters」ウインドウの左の「Plot Data Group」枠の

中心位置からズレることによっても生じます。この a
の値は、小さな横磁場を印加して、前方と後方のカウ
ンターが同じように（陽）電子をカウントする状況で
の mSR の結果を使って見積もります。a の値は試料
配置によって変化しますので、mSR 実験中では、試料

「Data Group」で「F-B group」を選び、すぐ右の「Plot

を交換したら必ず横磁場測定を行う必要があります。

ある「Axes」枠内で軸の設定を適切に選び、「X axis

左下の「Asymmetry options」枠内の「Alpha」に値を

Mode」 で「F-B asym」 を 選 び ま す。 こ れ で、 下 に
units」に「Microseconds」を選べば、アシンメトリー

a の値の設定は、図 3 の「Grouping」ウインドウの

入力することで行います。a の値の見積もり手順は、

が「WiMDA plot」ウインドウに表示されます。表示

まず、横磁場 mSR のデータファイルを読み込み、ア

されたアシンメトリーの点の形やエラーバーの有無

シンメトリーを表示させます。その後、「Asymmetry

は、図 5 の真ん中右にある「Plot Style」枠内の設定で

options」枠内の「Alpha Estimation」枠内の「Estimate」

変更が可能です。

ボタンを押すと、a の値が見積もられて、「Alpha」に
値が自動的に入力されます。a の値の見積もり方法

6.2

は、2 種 類 あ り、 そ れ を「Alpha Estimation」 枠 内 の

ビニング

表示されている点の数を変更するため、また、エ 「Method」で指定します。「General」は、全時間にお
ラーバーを小さくするために、ヒストグラムの bin を

ける前方カウンターのカウント数と後方カウンターの

まとめます。これをビニングと言います。この設定

カウント数が等しくなるように a の値を決定します。

は、図 3 の「Grouping」ウインドウの左上の「Binning 「Diamagnetic」は、「General」よりもきちんと計算し
type」で行います。「Fixed」を選んだ場合、ウインド

て、a の値を求めています。そのため、a の値の見積

ウの右側にある「Bunch factor」で指定されている bin

もりは、「Diamagnetic」を選んでおけば大丈夫です。

数でまとめます。「Variable」は、エラーバーが小さく

WiMDA には、より正確に a の値を求める手段がある

なるカウント数が大きい時間領域は、少ない bin 数で
まとめ、エラーバーが大きくなるカウント数が少ない
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省略させて頂きます。
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インウインドウのメニューにある「Analyse」をクリ

7. アシンメトリーの解析
7.1

ックし、図 6 にある「Analyse」ウインドウやフィッ

解析関数

これから、アシンメトリー A(t) を解析関数でフィッ
ティングしていくことになります。WiMDA では、次
の式 (2) のように、回転と緩和の関数（F

ティングログを示す「Fit Log」ウインドウなどを表示

させます。この状態で、メインウインドウにおいて、
読み込むデータファイルを変えながら、「Analyse」ウ

(t) と F (t)） インドウで解析をしていきます。読み込むデータファ

osc

rlx

の掛け算で表された 1 つのコンポーネントを複数足し

イルを変更した場合は、それ対応する a の値を設定

合わせた式を使って、全アシンメトリーを解析します。 するようにしてください。

A(t) =

∑

ま ず、「Analyse」 ウ イ ン ド ウ の 右 上 の「Group to

Ai Fiosc (t)Firlx (t)

Fit」で「FB Asym」を選び、アシンメトリーに対して

(2)

フィッティングを行うように指定します。フィッティ

i

ここで、Ai は i 番目のコンポーネントのアシンメトリ
ー、F (t) と F (t) は、i 番目のコンポーネントでの回
osc
i

rlx
i

転関数と緩和関数です。成分数は、最大 6 つまで使え

ングを行う時間範囲は、その下の「Time Range」で指
定します。このとき、「Grouping」ウインドウで指定
された、「T good Offs」と「Last good bin」で除外され
たデータは解析に用いられません。

osc
rlx
ます。また、WiMDA で使える F (t) と F (t) は、表 2

に示しておきます。解析関数のライブラリファイルを

7.3

データの解析（アシンメトリーの取扱）

フィッティングする上で、アシンメトリー A(t) を 3

作成すれば、それ以外の関数を使うことも可能です。

つ の 成 分 Initial Asymmetry (Ainit)、Relaxing Asymmetry
7.2

データの解析（はじめに）

6 節までの作業によって、アシンメトリー A(t) を正

(Arelax)、Baseline Asymmetry (Abase) で考えます。これらは、
A(t) に対して、図 7 のように、

しく読み込み、表示できるようになっています。この
アシンメトリーを解析するためには、まず、図 2 のメ

Ainit = Arelax + Abase

(3)

表 2： WiMDA のデフォルトの解析関数。

種類

Oscillation

関数名

Rotation Freq

ミュオン回転の関数（周波数で指定）

Rotation Field

ミュオン回転の関数（磁場の大きさで指定）

Kubo-Toyabe

久保・鳥谷部関数（静的，動的，磁場中）

LF Keren
Lorentzian
Gaussian
Gaussian2
Relaxation

Stretched Exp
Risch-Kehr
Gaussian(s2 )
Abragam
Fnorm Str Exp
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説明

Amit Keren の Abragam 緩和関数の LF 版
(Amit Keren, Phys. Rev. B 50 (1994) 10039)
ローレンツ関数（= exp (−λt)）
(
)
ガウス関数（= exp(− αt)2
)
(
(αt)2
)
ガウス関数（= exp
2

(
)
Stretched exponential 関数（= exp −(λt)β ）
√
Risch-Kehr 緩和関数（= exp (γt) × erf c( γt)）

ガウス関数（σ 2 を変数にしている）
(
)
TF Abragam 緩和関数（= exp −(στ )2 (exp(− τt ) − 1 + τt ) ）

Stretched exponential 関数（λ が回転周波数で規格化されている）
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Ainitint, ,AArelex
フィッティング変数A
Abase
の設定
relex,, A
base

コンポーネント数の設定

解析対象の選択
フィッティング範囲の指定

各コンポーネント
の設定

ダブルク
リックで,directory
Analysis
Analysis directroyの設定

, Arelex
, Abase
Aint,AAinit
relex, A
baseにおいて,
どれをフィッティング変数
にするか設定
Abase

どのコンポーネントのアシン
メトリーをフィッティング変数
にするか設定

Abaseの関数の変数

フィッティングの実行
関数のプロット

変数値の
読み込み

変数値を
テーブルに出力

変数値を戻す

図 6： Analyse ウインドウ。

A(t )
A init

3 つありますが、式 (3) のような関係にあるため、実
質のフィッティング変数は 2 つになります。どの 2 つ
コンポーネント1

で選択します。解析を行う上では、これらは常磁性状

A relax

態のデータなどを使って決定し、固定したいパラメー
コンポーネント2

A base

を変数にするかは、左にある「Dependent Asymmetry」

0

t

図 7： Initial Asymmetry (Ainit)、Relaxing Asymmetry (Arelax)、
Baseline Asymmetry (Abase) と各コンポーネントのアシ
ンメトリーに対する模式図。

タであります。その方法は様々あり、Ainit と Abase を固
定する、Abase のみを固定する、Arelax のみを固定するな
ど、アシンメトリーを物理的にどう捉えるかに応じて
選択します。
また、Abase が銀板による寄与であれば、時間に対し
て一定値となりますが、圧力セルなどの銀以外の材料
によって、Abase に緩和が現れる場合、右下の「Baseline
/ t0」枠内の「Lambda」と「Beta」をフィッティング変

数として扱い、その値を決定する必要があります。
（そ
という関係があります。Ainit は，t = 0 におけるアシン

メトリーです。Abase は、試料を貼り付けている銀板な

の寄与を Abase に割り当てずに、コンポーネントとして
割り当てて、解析することもできます）
、フィッティン

どによる試料以外からくるアシンメトリーです。その

グとして扱うためには、右側のチェックを外します。

差が Arelax であり、試料による正味のアシンメトリー

Abase が温度変化する場合、解析は非常に難しくなりま

となります。この Arelax を図 7 のように、式 (2) を使っ
て複数のコンポーネントでフィッティングを行ってい
きます。これら 3 つの値は、「Analyse」ウインドウの
上にある「Asymmetry」枠内で設定されます。変数は
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すので、この値の振る舞いは調べられているかもしれ
ません。関数の形は、表 2 にある「Stretched Exp」関数
です。デフォルトでは、
「Lambda」が 0 で固定されて

いますので、Abase が定数値を取るようになっています。
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7.4

によって生じる磁場によるミュオン回転の位相ズレに

データの解析（解析関数の指定）

対して効果的な設定です。ダブルパルスの実験では，

式 (2) におけるコンポーネントの設定方法を説明し
ます。「Analyse」ウインドウの中心から右への領域
が、コンポーネントを指定する領域で、始めは 3 成分
が表示されています。数が足りない場合は、右上の
「Components」でコンポーネント数を最大 6 まで増や

これにチェックを入れますが、チェックを入れずにフ
ィッティングをしても問題はありません。
これから、フィッティングを行います。フィッティ
ングログが「Analysis directory」で設定したフォルダ
に保存されます。データファイルがあるフォルダな

すことができます。「Component i」枠内の「ON」に

ど、各自適当なフォルダを指定します。指定されてい

チェックを入れると、そのコンポーネントが有効にな

るフォルダは、「Analyse」ウインドウのタイトルバー

り、関数が指定できるようになり、解析に使われます。 に表示されています。変更するには、メインウインド
一番上にある「Amplitude」は、そのコンポーネン

ウのメニューから「File → Setup」を選ぶか、
「Analyse」

トが持つアシンメトリーになります。全コンポーネ

ウインドウの左の真ん中ぐらいをダブルクリックして

ン ト の「Amplitude」 を 足 し 合 わ す と Arelax に な り ま

表示されるダイアログで選択します。

す。そのため、「Amplitude」におけるフィッティング

表示されているフィッティング変数の右にある

変数の数は、コンポーネント数－ 1 となり、左下にあ 「Fix」と書かれたチェックボックスは、変数を固定す
る「Dependent Amplitude」で、どのコンポーネントの

「Amplitude」をフィッティング変数にするかを選択し
ます。そのすぐ下にある「Use fractions」にチェック
を入れれば、「Amplitude」を割合で指定することもで
きます。

るために使われます。チェックを入れると変数は固定
され、フィッティング中は値が変化しません。
「Baseline
/ t0」枠内のチェックボックスには「Fix」の表示が書
いてありませんが、チェックすると固定されます。
フィッティングを行うためには、まず、初期値を入

「Oscillation」とある枠内が、回転の関数 F

(t) を選

osc

力します。フィッティング前は、それぞれのフィッテ

択するところです。上下ボタンで関数を選択します。 ィング変数の入力部分に値を入力して、「PLOT」ボタ
関数名の文字部分にマウスを当てると「?」マークが

ンを押して、データとフィッティング関数が、近い振

カーソルの側に現れ、クリックすると関数の簡単な説

る舞いをしているかどうかを確認します。フィッティ

明が表示されますので、関数が分からない場合にチェ

ング変数には、物理的な意味を持つような値を入力す

ックすることができます。その下にある入力部分が、 る必要があるため、初期値は慎重に選択しなければな
その関数におけるフィッティング変数で、3 つまで表

りません。フィッティングが収束しても、物理的に意

示されます。そして、すぐ下の「Relaxation」とある

味のない値になっていたら、そのフィッティングは間

枠内が、緩和の関数 F (t) を選択するところです。こ

違っており、やり直す必要があります。

rlx

この動作は、「Oscillation」枠内と同じです。
異なるコンポーネント間のフィッティング変数をリ

フィッティング実行するには「FIT」ボタンを押し
ます。これでフィッティングが行われて、収束すれば、

ンクさせて、1 つのフィッティング変数として扱うこ

何の警告表示もなく、その結果が画面に表示され、変

ともできます。そのためには、変数名の文字部分に

数の収束値が入力部分に表示されます。そして、フ

マウスを当てるとカーソルが「←→ 」マークになり、 ィッティングの結果や課程が「Fit Log」ウインドウに
クリックするとリンクグループを指定するウインドウ

表示されます。フィッティングの条件は、この「Fit

が現れます。最大 4 つのリンクグループを指定するこ

Log」ウインドウのメニューある「Options」をクリッ

とができ、同じリンクグループに指定された変数同士

クすると表示されますので、そこでフィッティング条

は同じ値をとるようになります。リンクグループが指

件の変更を行うことができます。基本的に、この設定

定されると、入力部分に色が付きます。

はデフォルトのままで問題ありません。フィッティン
グが収束しなかった場合は、その旨を示すウインドウ

7.5

データの解析（フィッティング）

が表示されます。その場合は、初期値、関数などの条

実験がダブルパルスの場合、「Pulse Structure」枠内

件を変えてやり直します。「Revert」ボタンを押すこ

に「Dbl」にチェックを入れて、パルス間隔の時間を

とで、各フィッティング変数をフィッティング前の値

指定すれば、ダブルパルスを考慮したフィッティング

に戻すことができます。また、
「Load」ボタンを押して、

を行うことができます。1 つ目と 2 つ目のパルス間隔
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によって、フィッティング結果の値を読み込むことが

される温度は、メニューの「Options」にある「T from

できます。だたし、この場合、使用している関数が同

run label」と「T from ave in TLOG」の選択によって決

じである必要があります。

定されます。前者は、データファイルに書いてある温
度の値を使い、後者は、温度ログの温度平均値になり

7.6

データの解析（データの保存）

WiMDA には、図面出力の機能がありますが、多く

ます。ただし、後者は、RAL における実験だけの対
応かもしれません。測定データファイルがあるフォル

の研究者は、使い慣れたグラフソフトで図面を作成す

ダの下に「tlog」というフォルダを作り、その中に、

ると思います。そのために、アシンメトリー、フィッ

温度のログファイルが入っている必要があります。そ

ティング結果をファイルに保存する必要があるかと思

して，
「File → Save」や「Save As」を選択することで、

います。

このテーブルの内容を保存することができます。

フィッティングがうまくいった場合、その結果を

この後は、別のデータファイルを読み込み、解析を

保存します。フィッティング関数の結果を保存する

行い、その結果を保存しながら、解析結果をこのテー

ためには、「WiMDA plot」ウインドウのメニューから

ブルに追加していきます。解析が一通り終われば、解

「Save→Data with fit」か「Fit only」を選択します。「Data
with fit」では、フィッティング結果は、テータと共に

析が正しかったかを踏まえながら、解析結果の解釈を
行っていくことになります。

保存されますが、ビニングされたデータ点間隔になり
ます。綺麗な形でフィッティング結果を保存するには、
データ間隔を指定できる「Fit only」を選択した方が
いいと思います。

8. フーリエ変換
得られたアシンメトリーに回転がみえる場合、フー

同 様 に、 ア シ ン メ ト リ ー 自 体 を 保 存 す る に は、 リエ変換を行うことでその周波数成分を知ることがで
「Save→Data」を選択します。このとき、ビニングさ

きます。ここでは、WiMDA でアシンメトリーをフー

れたデータが保存されます。適度なデータ点数するた

リエ変換する方法を簡単に説明します。筆者は、フー

め、ビニングを調節して保存します。ビニングによっ

リエ変換に詳しくないため、使っている設定に関して

てフィッティング結果が異なりますので、アシンメト

説明を行います。

リーの保存は、フィッティング中に行わない方が賢明

フーリエ変換の結果を表示させるためには、図 5 の

です。「Save → Batch save data」を使えば、連続でア 「Plot Parameters」ウインドウの左の「Plot Data Group」
シンメトリーの結果をファイルに保存できます。現

枠の「Data Group」で「F-B group」を選び、すぐ左の

在のバージョンでは修正されているかかもしれません 「Plot Mode」 で「FB freq」 を 選 び ま す。 こ れ で、 下
が、大量のファイルをバッチ処理すると、途中から空

にある「Axes」枠内で軸の設定を適切に選べば、そ

ファイルで保存されてしまうバグがありました。バッ

の結果が「WiMDA plot」ウインドウに表示されます。

チ処理後は、ファイル内容またはサイズをチェックし
て、正しく保存されているか確認してください。

このとき、「X axis units」は使用しません。フーリエ
変換の設定は、図 2 のメインウインドウのメニューに

得られたフィッティング変数を出力するためには、 ある「Fourier」をクリックして表示される図 8 のウイ

「Analyse」ウインドウの「Add to Fit table」ボタンを

ンドウで行います。フーリエスペクトルの横軸は、こ

押します。そうすると、
「Fit Table」ウインドウに、フ

のウインドウの 2 段目左にある「Spectrum」枠内で、

す。このとき、このデータのファイル名を指定してい

Spectrum」を選べば磁場になります。

ィッティング変数の値とそのエラーバーが出力されま 「Frequency Spectrum」を選べば周波数になり、「Field
ないときは、ファイル名を指定するためのダイアログ

フーリエ変換の設定は、まず、1 段目にある「Filter」

が表示されますので、ファイル名を指定して保存しま

枠内で、変換元のアシンメトリーに対してフィルター

す。「Fit Table」ウインドウに出力されるフィッティ

を掛けます。これは、所謂、窓関数の設定です。実際

ング変数は、固定されていない変数だけで、固定した

の関数式を筆者は分からないのですが、「Lorentzian」

変数は「Fit Table」には出力されません。固定した変

でローレンツ関数、「Gaussian」でガウス関数の形で

数も「Fit Table」ウインドウに出力したい場合は、
「Add

アシンメトリーをゼロに収束させるようなフィルター

to Fit table」ボタンを押すときだけ、「Fix」のチェッ

が掛かかり、一方、「None」ではフィルターが掛から

クを外す必要があります。また、このテーブルに出力

ない設定だと思われます。「Lorentzian」と「Gaussian」
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の形の指定は、フィルター開始時間「Filter start time」
から時定数「Filter time constant」で減衰するというこ

9. おわりに

とになります。2 段目右の「Zero padding」を適当に

「データを読み込み、設定して、解析して、結果を

選びます。これは、データに零を追加して時間を延ば

保存する」という過程の説明を行いました。WiMDA

し、サンプル数を増やします。これによって、みか

には、他にも、「Fit Table」のデータに対する解析や、

けの周波数分解能が小さくなります。データ点が荒

他の mSR 解析ソフトではできる「複数の縦磁場デー

い場合に大きな数字を選びます。3 段目の「Transform

タに対して、フィッティング変数を共通化しての同時

Mode」で、「FFT」を選ぶと普通のフーリエ変換を行

フィッティング」も実はできるらしいという噂です。

い、「Maximum Entropy (All poles)」を選ぶと最大エン

自分で使わない機能や設定に関しては、理解が低い部

トロピー法で行います。最大エントロピー法の設定は、 分があり、間違った説明をしている部分もあるかもし
メインウインドウのメニューにある「MaxEnt」をク

れません。
そのときは、
ご指摘のほどをお願い致します。

リックして表示されるウインドウで行うことができま
す。そして、得られたフーリエスペクトルは、アシン
メトリーと同じように保存することができます。

フィルタの設定

フーリエ
スペクトルの形式

ゼロパディングの設定

変換方法の設定

図 8： フーリエ変換の設定用のウインドウ。
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3. 引数の制限

PSI の解析プログラム
“musrfit” について

msrfit では引数は 5 個までで、入力は
msrfit: signal

杉山
（株）豊田中央研究所

純

主席研究員

Dr. Jun Sugiyama
Toyota Central R&D Labs

106, 107, 108, 109,

spectrum

, , , , , 1, 2, 3, 4,

spectrum

, , , , , 5, 6, 7, 8,

とします。これは signal コマンドの初期位相として、
最初のデータファイルには spectrum コマンドの 6 番
目の変数 1 を、次のデータファイルには spectrum コ
マンドの 6 番目の変数 5 を使うことを意味します。上
述の global fit を行う際に使います。

一方 musrfit では引数の上限も知らないのですが、
mSR 実験を始めたのが TRIUMF で、師匠は J. H. Brewer

少なくとも 10 個までは使えます。
musrfit: asymmetry

map1

msrfit を使っていました。今でも愛用していますが、

simplExpo

map2

幾つか問題が有ることも分かってきました。そこで

TFieldCos

map3

PSI で開発された musrfit も併用するようになりまし

RUN データファイル名

た。使用法を含めた詳細を小嶋准教授が説明下さるの

map

で、私が利用した範囲での msrfit と musrfit の相違

RUN データファイル名

をまとめます。なお msrfit を使えることを前提に説

map

教 授 だ っ た の で、 デ ー タ 解 析 に は 当 然 の よ う に

1
5

2
6

3
7

map4

4
8

明します。
4. 動的久保 - 鳥谷部関数の取り扱い
1. 入力の易しさ

動的久保 - 鳥谷部関数の解析式は無いので、msrfit

両者の入力形式は良く似ています。しかし musrfit

では、磁場分布幅 Δ と磁場揺動速度 ν を表の形で与

では解析関数がコマンドで定義されています。例えば

えています。この表がかなり粗くて、ν = Δ , 3Δ , 5Δ の

指数緩和する余弦関数を表すのに、

値に収束する傾向があります。核磁場緩和等を解析す

msrfit:

る場合に大変困ります。

signal

1, 2, 3, 4,

musrfit: asymmetry

2

simplExpo

4

TFieldCos

1

一方 musrfit では動的久保 - 鳥谷部関数を使う場合
に近似関数を用いています。この近似関数の妥当性
3

となります。musrfit では、かなり多くの関数が予め

については議論があるらしいのですが、少なくとも

ν = Δ , 3Δ , 5Δ の値に収束することはありません。

用意されているので、実際の解析で困ることは殆どあ
りません。

5. 取り扱えるデータファイル形式
msrfit の場合は mud 形式（.msr ファイル）のみです。

2. 変数の制限
msrfit では変数の上限は 50 です。一方、musrfit
の上限を知らないのですが、100 個の変数でも使えま
す。これは磁性相で多くの歳差振動が現れる場合に、
各 asymmetry を温度に依存しない共通変数にして、温

度依存性データを解析する、所謂 global fit の場合に
大変有効です。
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他施設で測定したデータを mud 形式に変換する必要

があります。特に困るのが最近の PSI の LEM データ
で、これを mud 形式に変換する術を知りません。

musrfit の 場 合 は、LEM を 含 む PSI の 全 デ ー タ、

mud 形式、ISIS の nxs 形式をデータ変換することなく

読み込んで解析します。データファイルの読み込みを、
以下のように記述します。
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musrfit: RUN xxxxx PIE1 PSI PSI-BIN
RUN xxxxx M15 TRIUMF MUD
RUN xxxxx D1 J-PARC MUD
RUN xxxxx EMU ISIS NXS

8. その他諸々
msrfit では変数名が同一でも、あるいは変数の順
番が跳んでいても解析できます。
msrfit:

1 alpha

xxxxx は 拡 張 子 の 無 い フ ァ イ ル 名 で す。PIE1 と か

2 phase

PSI の部分には何を入れても良く、その後の PSI-BIN,

4 asy1

MUD, NXS でデータ形式を指定します。

6 frq1

これは多くの施設で実験するユーザーには大変便

7 rlx1

利です。残念ながら理研 RAL の ral ファイルと nxs フ

8 asy1

ァイルを、musrfit は読み込めません。そこで ral フ

ァイルを mud ファイルに変換するプログラム ral2mud

により、理研 RAL データのみ mud ファイル形式にし

しかし musrfit の場合は
musrfit:

1 alpha

て解析します。ral2mud の詳細については、高エネ研

2 phase

の池戸博士・小嶋准教授・平石博士にお問い合わせ下

3 asy1

さい。

4 frq1
5 rlx1

6. 解析データの出力
msrfit の場合はアンサーファイルから拾って db フ

6 asy2

としないと、文句を言ってきて先に進めません。カナ
ダのおおらかさと、ドイツ語圏スイスの厳格さを解析

ァイルを作ります。あるいは chfit コマンドを使えば、 プログラムも反映しているようです。
複数のデータファイルの解析結果が db 形式で DB.A

ファイルに格納されます。しかし db ファイルの Title,

個人的には msrfit の方が使いやすいのですが、メ

Abstract, Label, 変数名等を自分で追加する必要があり

ンバーに聞いてみると圧倒的に musrfit を支持しま

を作成するのは難しいので、Excel 等でマクロを組ん

しれません。

ます。さらに db ファイルで論文用にきれいなグラフ

す。GUI が当たり前の世代と Fortrun 世代の格差かも

でカラム形式に変換する必要があります。
一方 musrfit では、GUI 上の FIT→DB タブをクリ

ックすれば、db ファイルを作成します。また db ファ

イル名を同じにすれば、解析結果が db ファイルに書
き足されます。さらにカラム形式にも出力できるので、
Igor 等でのグラフ化も容易です。

7. 波形データの出力
msrfit の場合は db_dump コマンドで波形データが
テキストファイルになりますが、これを Excel 等でマ
クロを組んでカラム形式に変換する必要があります。
一方 musrfit では、波形表示画面の Musrfit タグ

中の Save data を選択すると、ascii 形式のファイルが

作成されます。これは直接 Igor 等で読み込めるので、
表示はより簡単になります。なお波形表示画面もかな
り多機能で、各ヒストグラムを確認して t0 や t1 を決
めたり、FFT を表示することもできます。
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も多いのでインストールはそれなりに大変。

PSI 流 µSR データ解析ツール
“musrfit”

musredit という GUI 環境が付いているのは便
利で敷居を低くするのに役立っている。
という感じである。
初めて μSR の解析を minuit 系のツールで行う人に

は PSI の musrfit をお勧めするが、インストールが

小嶋 健児
KEK 物質構造科学研究所

大変（慣れた人でも数時間仕事）なので、KEK・JPARC 共同利用実験では musrfit がプレインストー

ル さ れ た Linux OS を 丸 ご と 配 布 し て、VMWare や

Dr. Kenji Kojima

VirtualBox と言った仮想環境で実行できるような方

Institute of Materials Structure Science, KEK

法を検討中である。なお、解析ツールには、msrfit/
musrfit の他に、Windows の上で開発された WiMDA

1.

（Francis Pratt 作：ISIS/RAL）もあり、Windows 以外は

はじめに

触りたくない、という人には便利であることを付け加

ミュオンスピン緩和法（μSR）の解析は、物質中の

えておきたい。これは東北大学の川股さんの解説記事

ミュオンスピン緩和を何らかの緩和関数で当てはめ

が「めそん」に載っている [3]。また、msrfit の解説

（フィッティング）して、緩和現象をパラメータ化し
て、温度・磁場その他の外的変数の関数として眺める

記事も KEK の宮崎さん・門野さんの詳細なものが「め

そん」に載っている [1]。こちらも参考して頂きたい。

ところから始まる。この点は、中性子散乱のような測
定結果自身が物質中の周期性をフーリエ変換されたも
のである手法に比べ、解析の難度がやや高く、敷居が

2. Getting Started
まず、PSI のデータ解析ソフトウェアのページ [4]

高いかもしれないが、波数空間積分されている利点も
あり、特に磁気相図作りのような、物質探索的な研究

に 行 く。 中 程 に musrfit の 項 が あ り、“A user docu-

には、計測時間が短い μSR は、フィードバックの早い、 mentation for musrfit can be found here.” というのを
手早い測定手法となり得る。
μSR データ解析用に開発された関数フィッティング

のツールで、CERN library の minuit（最小自乗法パッ

ケージ）を用いたものとして、msrfit（Jess Brewer
作：TRIUMF）が 80 年代からあるが [1]、他にも グラ

フィカルユーザーインターフェース（GUI）を備えた
musrfit（Andreas Suter 作：PSI）が出て来たのでそれ

押すと、MUSR web [5] に飛ぶ。

その中の 4 番目に Setting up musrfit on Different Platforms

[6] と い う の が あ る の で、 そ れ を 押 し て 各 OS の イ
ンストールに関する情報に従う。Windows の場合も
Cygwin をインストールする所から始まるので、結局は

Unix 系 OS でよく見られるインストール手順となる。
基本的な流れは
2.1 必要なライブラリをインストールし（これが

を紹介する。両者のユーザー視点での比較は、豊田中
央研究所の杉山さんの記事を参考にされたい [2]。私

結構こまごましていて大変）
2.2 root（必須）と NeXus（ISIS のデータ形式サポー

に取っての印象は、
msrfit：ここ 15 年ぐらい何も変わっていない。コマ

ト：必要な人は）をインストールし
2.3 上記のインストール場所を教えながら musrfit

ンドラインベースで、昔からのユーザーには
「指が覚えている」コマンドで解析が進むの

をコンパイルし
2.4 GUI である musredit（または musrgui）を

で便利である。マニュアルが整備されていな
いので、半ば「伝承文化」となっている所が
あり、取っ付きにくい。最近の PC の進化か
ら取り残されている感がある。
musrfit：msrfit の発展系で、現在も開発が進んでい
る。マニュアルが完備しているので不明な点

インストールする。
2.5 プログラムの存在位置など環境変数の設定

というものである。大部分はマニュアル [6] に従えば
良いが、細かい注意点が 2 つある。
・

musrfit のコンパイル（2.3）に当たって、低エ

は自分で調べることが出来る。いろいろなこ

ネルギーミュオン（LEM）の解析用のユーザー

とが出来る一方、利用しているライブラリ

関数群（BMWlib）はオプション扱いで
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figure --enable-BMWlibs と明示的に enable に
しないと組み込まれない。
・

環境変数の設定（2.5）に関して、MUSRFITPATH

大まかな解析手順は
(0) T0 のチェック

（通常 t0 はデータファイ

ルに正しく書かれているので変更不要）

を設定しないと連続フィット時（後述）にエラー

(1) 入力ファイル
（.msr）
作成
（エディタ画面を使って）

が出て実行されない。ホームディレクトリにある

(2) フィット実行

.bash_profile などに
export MUSRFITPATH=/usr/local/bin（← 実際
に musrfit があるパスに変更）
などと書いておく。この環境変数の設定はイン
ストールマニュアルの Linux 部分には書いてある

と結果のチェック

(3) 緩和関数を変えて (1)・(2) の再トライ。結果が
良好なら
(4) 温度・磁場などの外部環境を変えたランの連
続フィットで

データベース生成

というのがスタンダードな流れである。

が、Windows と MacOS 部分には露わに書いてい

ないので要注意である。

3.

User manual
MuSRweb の 3 番目（User manual of the μSR data analysis

software musrfit）[7] が musrfit のユーザーマニュアル

で、これを手がかりに使いこなそうとする訳であるが、

5. How to prepare input file
サンプル入力ファイル（図 2）と、それが読み込むサン
プルデータファイル（横磁場回転）を日本中間子科学会
の URL に置いた [9]。この例に従って、入力ファイル (.msr)
を説明する。
詳細はマニュアル[7]を参照していただきたい。
第 1 行はタイトル行である。フィッティング結果を

musrfit には musredit（または musrgui）という優

表示させると、この行の内容が表示される。

るコマンドを手入力する必要はほとんどない。

も用いられている minuit 形式の表示で、パラメータ「番

れた GUI が用意されているので、上記で記述されてい

むしろ MuSRweb の 6 番目（Documentation of musrgui/

第 2 行から FIT PARAMETER ブロック。msrfit で

号」「名前」「値」「ステップ」「誤差」「下限」「上限」

musredit-editors interfacing musrfit）[8] に従って musredit

の順に値が並んでいる。

入力ファイルを準備する部分で、これは、ユーザーマ

を決めている。各行が、
「関数」とそれに使う「パラメー

ニュアル [7] を読む必要がある。）

タ番号」の羅列で、次の行に掛け合わされて単項式を

の GUI の使い方を学んだ方が近道である。（例外は、

以下に musredit と musrfit の使い方の基礎を図解

する。なお、
筆者の PC がマックのため、
アイコンやウィ
ンドウがマックのものであるが、Linux や Windows 上
の Cygwin でも使い方はほぼ同じである。

次の THORY ブロックがフィッティングをする関数

作る。例外が「+」記号で、これが現れると単項式（か
け算で成り立つ式）は終了し、次の行からの単項式が
足される。THEORY ブロックで使われる関数名と要
求するパラメータの順は、musrfit ユーザーマニュア
ル（MUSRweb 項目 3）を参考にされたい [7]。

4. How to start musredit
musrfit と musredit
のインストールが終了す
ると、図 1 左のアイコン
が出来る。これをダブル
クリックするとエディタ
のような窓（図 1 右）が
出現する。
図 1： musredit のアイコン（左）と musredit を立ち上げると現れる窓（右）。
musredit（右）のボタン列 1 行目は「New」「Open」「Reload」「Save」「Print」|「Undo」「Redo」|「Copy」「Cut」。
2 列目が μSR の解析に固有の機能が並んでいる（いくつかは後述）。左から、
「Asymmetry 設定」
「Histogram 設定」
「χ2
|

計算」「fit 実行」「swap msr ⇔ mlog」「db ファイル生成 (msr2data)」|「波形表示 (msrview)」「t0 表示 (musrt0)」「お好
み設定」|「バイナリデータヘッダー表示」
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図 2： 入力ファイルの例（0000.msr）
ファイル名は通常、<runnumber>.msr の名前にする。
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THEORY ブロックに現れるパラメータに番号ではな

く map1, map2,... や fun1, fun2,... のような名前が登場
することがある。前者は map と呼ばれ、後の RUN ブ

なっているが、musrfit では対話的には出来ず、入力
ファイルの書き換えが必要となる。musredit がエ
ディタベースの GUI なのはそのためであろう。

ロックで定義され、各々のランで共通のパラメータを
用いた「グローバルフィッティング」で、ラン固有の
パラメータを引き渡す際に必要になる。
後者は function と呼ばれ、表式を FUNCTIONS ブロッ

musrfit を最初に使って驚いたのは、時間が横軸の

μSR データをフーリエ変換した周波数スペクトルをボ
タン一発で表示出来る機能が予め組み込まれている点

クで定義できる。パラメータ間の四則演算と解析関数

である（やり方は後述）。フーリエ変換に必要なパラ

を用いることが出来る。

メータは FOURIER ブロックに書き込んでおく。

さらに、ユーザー定義関数を（.so ファイルの）ラ
イブラリ化してフィッティングに用いることも出来

PLOT ブロックはフィットされた結果の表示を決め

る。これは、特に低エネルギ−ミュオン（LEM）測

る役割を持つ。RUN ブロックが複数ある（すなわち

定でミュオン停止深さ分布と緩和関数のコンボリュー

複数のデータを同時にフィットする）場合、runs でど

ションを行う時などに必要になる機能で、musrfit

れを表示させるか決める。その他は、縦・横軸範囲と

の真骨頂とも言えるので、別途説明する。ユーザー

パッキングの指定である。

関数を使えるという意味で、似た機能は msrfit では

OMNI テーブル（ユーザーが用意した任意テーブル）
によるフィッティングとして供給されている [10]。

RUNS ブロックでは、まずデータファイルを指定す
る。μSR データに関して、MUSR-ROOT（PSI の最新
汎用 root 形式）, NEXUS（ISIS・RIKEN-RAL の形式）,
ROOT-NPP（PSI の LEM root 形式）, PSI-BIN（大昔か
らの PSI 形式）, MUD（TRIUMF 形式）など、様々な

最後の STATISTICS ブロックはフィット結果が書き
込まれるので、存在しなくても生成される。

6. Running musredit and musrfit
入力ファイルが用意できたら、musredit の view
ボタン

を押してみよう。ファイル内容に間違い

がなければデータ点と初期パラメータによるフィッ

データ形式が読めるようになっている。他にもテキス

ティング関数が表示されるはずである（図 3）。この

トファイルのデータを読み込むこともできるようであ

窓のメニューバーの「Musrfit」にいくつかの重要な

る。μSR データに関してフィットするデータの構成（シ

機能が隠れている。これを押すと「✓Data」「Fourier」

ングルヒストグラムなのかアシンメトリなのか等）を 「Difference」「Save Data」というサブメニューが出る。
指定するのは fittype 行である。高磁場 μSR を msrfit

で解析する際によく用いられる rotating reference frame

Fourier を触るとさらにサブメニューが出て、「show
real」などが選べ、押せば波形表示が変わる。これがフー

(RRF) フィットは用意されていない。最近の PC では、 リエ変換プロットの機能である。
メモリと CPU パワーが大きく、μSR の 1 次元データ

「Save Data」を選ぶと「save ascii」というサブメニュー

程度なら RRF に乗ってビン数を減らさずとも実験室

が出て、それを押すと表示されているデータ（時間ま

系でそのままフィットできるという主張のようであ

たは周波数スペクトル）がテキストファイルで保存さ

alpha パラメータの指定、前述の map 指定、 れる。フィッティング範囲の関数も書き込まれる。ファ
る。その後、
forward, backward のヒストグラム番号の指定、バック

グラウンド範囲の指定、「良い」データ範囲と t0 の指

イル名は選べず、<runno>.data.ascii に固定されて
いるので、上書きしないように適宜変える必要がある。

定、フィッティング範囲とパッキングの指定が続く。
COMMANDS ブロックにはフィッティングの際に

さて、musredit（図 2）に戻って、初期パラメー
タによるフィッティングがデータとあまりにかけ離

走らせる minuit コマンドを書いておく。msrfit では

れていなければ、fit ボタン

を押して minuit を

データを読み込んだところでユーザーにコマンドライ

走らせてみよう。別窓が現れ、minuit の出力が出る

ンを渡されて、その場で minuit コマンド（どのよう

が、ざっと読んでエラーが出ていなければ一番下の

な最小自乗法でフィットするか指示するコマンド）を 「Done」ボタンを押して消して良い。なお、フィット
入力したり、フィット結果を表示させたりする構造に
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図 3： musredit の波形表示 view ボタンを押して出てくる窓。

き込まれる。また、.msr ファイルのパラメータも更新

前のファイルとして保存され、次々とフィッティング

され、タイトル行がデータファイルから読み込まれる。 が実行される（連続フィット）。初期設定では、結果
この .msr 更新作業を「Swap Msr <->Mlog」と呼んで

は Jess Brewer 作成の db（データベース）というプロッ

いて、musredit のメニューバーにもあるが、通常

トプログラム用の形式（.db）で出力される。または、

は fit ボタンが自動的に swap までやるので、わざわざ

図 4 の Options にある「Write Column Data」にチェッ

押す必要はない。

クを入れると多くの図作成ソフトで読み込めるコラム
形式の出力に変更される。

μSR では同じ測定条件で温度変化や磁場変化を追

解析したいランの間に共通にしたいパラメータがな

いかけることがよくある。それら一連のランをまとめ

い場合は上記の連続フィットで十分であるが、複数の

て連続フィットする機能が musredit には備わって

ランで共通のパラメータを決めたい場合（グローバル

いて Msr2Data ボタン

である。これを押すと図 4

フィット）もある。最も簡単には、入力ファイルに

と出る窓 [11] に記述されているが、最も基本的な使

ングにまとめて行う。その場合、共通化したいパラ

のような別窓が出てくる。詳細は help ボタンを押す

い方は、フィットしたい最初と最後のラン番号を一番
上に入れて、お手本となる .msr ファイル（この例で
は 1000.msr）のラン番号を Template に入れ、フィッ

ト結果の出力先（この例では somename.db）を指定す

る。この状態で OK を押すとテンプレートファイルの
中のラン番号が書き換えられ、その <runno>.msr の名

「めそん」No.38, 2013 年
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複数の RUN ブロックを用意して、一回のフィッティ
メータは THOEY ブロックにパラメータ番号で書いて

おき、個々のラン固有のパラメータは前述の map で
フィッティングに引き渡す。
グローバルフィットの別の方法として、msr2data の
Global オプションを使う方法もあるが、詳細は msr2data
の help 窓 [11] を参照していただきたい。
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図 4：msr2data 窓と基本的な使い方。フィッティングしたいシリーズの最初と最後のラン番号を入れ、お手本ファイル .msr
と出力先を指定し、OK を押すと連続フィットが行われる。

7. User functions
一般的なユーザー関数の作り方はユーザーマニュ
アル [7] に書いてあるが、特に低エネルギーミュオ
ン（LEM）を使った超伝導薄膜のマイスナー測定に
は、深さ方向のミュオン停止位置分布とマイスナー磁
場分布をコンボリューションしたミュオン緩和関数を
生成するユーザー関数が BMWlibs と言う名前ですで
に 用 意 さ れ て い る（MuSRweb の 10 番 目：Meissner-

Profiles / Vortex-Lattice related functions (BMW libs) by

本稿 2 節で述べたように、BMWlibs を使えるよう
にするためには、musrfit のコンパイル時に明示的に
enable する必要があるので要注意である。

8. 最後に
musrfit は msrfit をベースにした 21 世紀型の μSR

解析環境で、現在も PSI の Andreas Suter を中心に開
発が続いている。低エネルギーミュオン（LEM）の解
析用ライブラリを備えているという意味で、J-PARC

Bastian M. Wojek）[12]。特にマイスナー測定に関して

の超低速ミュオンの解析には必要不可欠のツールとな

は、libFitPofB という関数群でデータを解析すること

る可能性が高い。いくつかの点でこなれていない・不

により磁場侵入長を求めることが出来る。詳細は上記

便と思うこともあるが 、マニュアルも一通りそろっ

マニュアルを参照願いたいが、THEORY ブロックに

ていて、ソースコードも公開されているので、日本か

userFcn

libFitPofB TLondon1DHS 1 2 3 4 5

等と書くことにより BMWlib で定義された TLondon1DHS

1

ら musrfit の開発に参加できるような元気のある若
者の出現を願ってやまない。

（1 次元ロンドンモデル半空間）関数が呼び出され、
その関数が必要とするパラメータ 5 個（番号 1 〜 5）

1 最も困るのが入力ファイルに不備がある時に波形表示ボタン

を引き渡している。

押しても何も出ず、エラーメッセージも出ないので、すぐには原因が特定
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最近の研究から

地球マントル中の中性水素原子

東京大学大学院理学系研究科
地球惑星科学専攻

船守 展正

水素が構造中の空隙に存在する可能性が示唆されてい
る［6-10］。さらに、最近、高圧下において SiO2 低圧

相の構造中の空隙に H2 や He などの小型分子が大量
に溶解することがわかってきた［11,12］。したがって、

Dr. Nobumasa Funamori

マントルには、従来の地球科学分野の研究において想

University of Tokyo

接的に関係しない水素が存在する可能性がある。しか

Department of Earth and Planetary Science,

地球マントル中の水素は水酸基として存在すると考

定されていなかった、ケイ酸塩の構造中の欠陥とは直
し、SiO2 低圧相の構造中の空隙は大きく、それらには、
例外的に水素が存在するのかも知れない。

えるのが定説である。本稿では、ケイ酸塩鉱物の高圧

図 1 に、SiO2 のルチル型高圧相であるスティショ

相に対する mSR 測定により、中性水素原子として存

バイトと常圧相であるクオーツ（石英）、MgSiO3 のペ

在する可能性を探索した「高圧地球科学とミュオン物

ロフスカイト型高圧相と常圧相であるエンスタタイト

性科学」のコラボレーションについて紹介する。

（頑火輝石）の構造を比較した。地球のマントルは、
地震学的な観測により、約 700 km の深さで上部マン
トル（遷移層を含む）と下部マントルに区分されるが、

1. はじめに

鉱物学的には、SiO4 四面体（4 配位）と SiO6 八面体（6

水素は、太陽系における最も存在量の多い元素であ

配位）の結晶構造の違いで特徴づけられる。SiO6 八

り、酸素と結合して水となり、地球表層に存在するこ

面体を基本ユニットとして持つ高圧相は、密度が高く、

とで、地球を生命の宿る無二の惑星にしている。地球

小さな空隙しか持たない。著者とその共同研究者のグ

表層の 7 割が海洋に覆われているが、地球内部にも大

ループは、mSR 法により、スティショバイトの微小

量の「水」が存在する可能性が指摘されている。ケイ

な空隙に水素が存在する可能性を探索した。

酸塩中の「水」は、構造中の欠陥と密接に関係するこ
2+
+
2
とが知られており、Mg → H & O →OH- の同時置換
-

Low-Pressure Phase
(CN = 4)

などとして解釈することも可能である［1］。大量に「水」

High-Pressure Phase
(CN = 6)

が取り込まれて、新しい構造を形成すれば、含水ケイ
酸塩となる。地球科学分野における無水ケイ酸塩中の
「水」の研究は、これまで、赤外吸収や Raman 散乱な
ど、主に水酸基の振動をプローブする手法（O-H の他、

SiO2

Si-H、O-H+、Si-H- も測定可能）により発展してきた

quartz

［2-5］。マントル遷移層（地下 400 ~ 700 km）に海洋

stishovite

質量の数倍もの H2O 成分が含まれうるとの報告［1］
や、遷移層に比べて濃度は低いものの下部マントル（地
下 700 ~ 2900 km）にも大量に含まれうるとの報告［3］
があるが、下部マントルについては異論も多い［4］。

MgSiO3

一方、応用物理学分野では、MOS デバイスの理解
を目的として、SiO2 低圧相の完全結晶中の水素の研

enstatite

perovskite-type

究が精力的に行われてきた。そうした研究では、mSR
や EPR など、H を直接プローブできる手法により、
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図 1： 典型的なケイ酸塩鉱物の低圧相と高圧相。
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2. 高圧合成と mSR 測定

0.2

Stishovite

スティショバイトは、物質・材料研究機構および

を用いて高温高圧合成された。ベルト型装置では、10
GPa・1373 K に、出発物質の非晶質 SiO2（関東化学、
純度 99.9 %）を保持することで、約 0.5 g の粉末を合

Asymmetry

れぞれ、ベルト型装置［13］および川井型装置［14］

TF = 350 G

0.1

愛媛大学地球ダイナミクス研究センターにおいて、そ

0.0
-0.1

成した。また、2 GPa・1373 K に同一の出発物質を保
持することで、リファレンス用に低圧相であるクオー

T = 300 K
T = 2.5 K

-0.2
0.0

ツについても、同程度の量の粉末を合成した。川井型

0.5

装置では、
φ 5.5 mm - t 1.0 mm のナノ焼結体
（ペレット）
を合成した［15］。
ス テ ィ シ ョ バ イ ト お よ び ク オ ー ツ に 対 す る mSR
法 に よ る 測 定 は、RIKEN/RAL、PSI

1.0

Time [μsec]

1.5

2.0

図 2： スティショバイト中のミュオンスピン偏極の時間発展。

MLF/J-PARC、

TRIUMF の各ミュオン施設において、
表面ミュオンビー

0.2

ムを利用して実施された。プロトンの軽い同位体であ
るミュオンを試料に打ち込み、横磁場（up to 1000 G）
の温度範囲で挙動を調べた。スティショバイトの粉末
試料については全 4 施設で、ペレット試料は TRIUMF
のみで測定を行った。クオーツの粉末試料は、MLF/JPARC、TRIUMF の 2 施設で測定を行った。粉末試料は、
アルミ箔（t 12 mm）製のカプセルに封入した上で測

定した。RIKEN/RAL、PSI、MLF/J-PARC での測定結
果を踏まえ、DC ビームの利用が可能な TRIUMF にお
いて、ミュオンが電子を束縛した状態であるミュオニ
ウム（＝中性水素原子に相当）の観察に適した高時間
分解能測定を、分光器 HiTime を用いて実施した。

TF = 350 G

0.1

Asymmetry

あるいは縦磁場（up to 4000 G）を印加し、2.5 ~ 300 K

Stishovite

0.0
-0.1
T = 300 K
-0.2
0.0

0.5

1.0

Time [μsec]

1.5

2.0

図 3： スティショバイト中のミュオニウムスピン偏極の時間
発展。図 2 の 300 K のデータを拡大して表示している。

3. スティショバイト中のミュオニウム：結果
図 2 に、スティショバイトの粉末試料に打ち込ま

る。この図には、ミュオンと電子のスピンの向きが揃っ

れたミュオンのスピン偏極の時間変化の測定例を示

た三重項状態のみが現れ、反対向きの一重項状態は現

す。TRIUMF における横磁場 350 G（公称）のデータ

れない。ミュオン成分を差し引いた後のミュオニウム

である。図の縦軸の上下限は、フルアシンメトリに対
応しており、試料中で反磁性状態のミュオンとして存
在する割合が少ないことがわかる。300 K で 14 % で
ある。ミュオンの割合は温度を下げるとともに、わ

成分の振幅の 2 倍がミュオニウムの割合に相当する。
300 K で 56 % である。ミュオンとミュオニウムの割

合を合計しても 70 % にしかならない。残りの 30 % は、
短い時間でスピン偏極を失っている。図 3 からは、ス

ずかに増加し、2.5 K で 19 % となった。温度変化は、 ティショバイト中のミュオニウムのスピン偏極の緩和
ほぼ線形であった。

率が大きいことも見て取れる。

図 3 は、図 2 のデータの横軸を拡大して表示した

図 3 からは、三重項状態が分裂することにより、ス

ものである。電子を束縛したミュオニウムのスピン偏

ピン偏極の時間変化の様子がビートを起こしているこ

極の時間変化が捉えられている。時刻ゼロにおける縦

とが見て取れる。スティショバイト中のミュオニウム

軸の値から、ミュオニウムの割合を求めることができ

について、この図から求められる周波数は、452(10)
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MHz と 562(32) MHz である。これらの周波数から、

ミュミュオニウムの超微細結合定数 A が決定される。
超微細結合定数は、粉末試料とペレット試料で良く一
致した。異なる横磁場条件下で粉末とペレットに対し

4. スティショバイト中のミュオニウム：議論
mSR 法の測定により、スティショバイト中には、
クオーツ中と同様に、大量のミュオニウムが生成する

て測定された全てのデータを用いて決定された値は、 ことが明らかになった。SiO4 四面体で構成されるク

300 K で A/h = 4.67(3) GHz であり（h：プランク定数）、 オーツの構造中の空隙にくらべ、SiO6 八面体で構成さ
クオーツ中での測定値である 4.49(2) GHz や真空中で

の報告値である 4.463 GHz［16］よりも大きい。2.5 K
では、A/h = 5.17(14) GHz となった。2.5 K の値は、横

れるスティショバイト中の空隙は非常に小さい（図 1
）
。今回の結果は、ミュオニウムの生成に関して、空隙
の大きさが重要でないことを示している。また、高温

磁場 350 G の粉末試料の測定のみから見積もられ、誤

でミュオンの割合が減少する傾向が見られた。これは、

差も大きい。図 4 に、Breit-Rabi のダイアグラム上へ

スティショバイト中で、O-m+（あるいは Si-m-）とし

の測定結果のプロットを示す。

てミュオンの状態で存在するよりも、電子を捕獲して

スティショバイトの粉末試料とペレット試料の結

ミュオニウムの状態になるほうが相対的に安定である

果は、どちらもミュオンの割合は小さく、温度の上昇

ことを示唆する。超微細結合定数は、真空中よりもク

とともに更に減少する傾向を示した。また、前述の通

オーツ中で、クオーツ中よりもスティショバイト中で

り、超微細結合定数については良く一致した。一方、 大きくなるが、超微細結合定数が大きいことは、束縛
ペレット試料では、粉末試料に比べてミュオンの割合

された電子の波動関数の広がりが小さいことを意味し

が大きくミュオニウムの緩和率が大きいといった差異

ており、スティショバイト中のミュオニウムについて、

もあった。RIKEN/RAL、PSI、MLF/J-PARC での測定

シリコンや酸素と結合せずに小さい空隙に押し込めら

結果（ミュオンの割合や縦磁場によるデカップリング

れているという描像が得られる。スティショバイト中

から見積もった超微細結合定数など）は、TRIUMF で

のミュオニウムのスピン偏極の緩和率は大きいが、こ

の測定結果と整合的であった。クオーツに対する測定

れをシリコンや酸素の核磁気による効果として説明す

結果は過去の報告［6-8,10］と矛盾しないものであっ

ることは困難である。ミュオニウムのモビリティの低

た。

下する低温で、特に緩和率が大きくなることから、そ
の原因としては、超微細構造の異方性によるとする説
明が有力である。実際、スティショバイトの結晶構造
（空隙）の異方性は極めて大きい（c 軸に沿ったチャ

0.60

ネルを持つ）。

Stishovite

粉末試料とペレット試料におけるミュオンの割合
とミュオニウムの緩和率の違いは、それらが、粒径

0.40

E/A

（や表面状態、すなわち、広義には欠陥）の影響を受
けることを示唆する。今回のペレット試料は、ナノサ

0.20

0.00

-020
0.00

イズの結晶の焼結体であり、粉末試料に比べて粒径が
Powder
T = 300 K
T = 2.5 K
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T = 300 K
0.20

小さい。粒径が小さい場合にミュオンの割合が大きく
なることについては、時刻ゼロから遅れて放射線分解
電子を捕獲する遅延ミュオニウム［10］の形成が阻害
0.40

x
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図 4： スティショバイト中のミュオニウムのエネルギー状態

されるためとする説明が合理的なように思われる。ク
オーツの単結晶を試料とした測定では、ミュオンの割
合が 20 % と小さく、また、残りの 80 % のミュオニ
ウムの内の約半分が遅れて形成されると報告されてい

（Breit-Rabi ダイヤグラム）。エネルギーを超微細結合 る［10］
。今回の測定では、クオーツの粉末の場合の
定数 A で規格化し、横磁場を A/h（h：プランク定数）

ミュオンの割合は 28 % であった。粒径が小さい場合

に相当する磁場で規格化してプロットした。データは、
にミュオンの割合が増加するとの説明に矛盾しない。
左から右に、200、350、500、700、1000 G（公称）で
の測定。350 G のデータの温度によるプロット位置の
違いは、A/h の違いを反映している。
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と、位相のズレによりスピン偏極が失われる。ミュオ
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ンとミュオニウムの割合を合計しても 100 % になら

を正確に計算するなどの取り組みも必要となる。水素

なかったことの原因と考えられる。低温でミュオンの

の存在形態は、ケイ酸塩の物理化学的な性質に重大な

割合が大きいことも放射線分解電子のモビリティの低

影響を与え、したがって、固体地球の進化やダイナミ

下によって遅延ミュオニウムの形成が阻害されるため

クスの議論に極めて重要と考えられるので、今後、従

と考えられる。何れにせよ、より完全な結晶中では、 来の研究において想定されていなかったマントルにお
ミュオニウムがより安定化するものと推測される。

ける中性水素原子に関する研究が多いに推進されるも
のと期待される。

5. 地球深部マントル中の中性水素
本研究では、mSR 法により、欠陥とは関係のない

6. おわりに

中性水素原子（＝ミュオニウムに相当）がスティショ

放射光利用の超高圧実験を専門とする著者がミュ

バイト中に存在する可能性があることが示された。し

オンに出会ったのは、2010 年 3 月の PF シンポジウム

かし、赤外吸収や Raman 散乱で検出されない H がス

の懇親会であったと記憶している。大学の同期で、当

ティショバイト中に存在して良いのであろうか？

時、KEK ミュオンに着任したばかりの小嶋健児くん

我々は存在しても良いと考えている。実証することは

と再会し、ワインを片手に「どんなことをしている

容易ではないが、その手掛かりは、MOS デバイスに

の？」といった会話をしたのが端緒であった。mSR で

関する報告［17］にある。MOS デバイスの SiO2 フィ

物質中の水素の情報が得られると教えられ、そこから

ルム中には、電極から供給された H and/or H2 が存在

共同研究がスタートしていった。放射光の世界では、

していることが、γ 線の照射によりダングリングボン

ナノビームが実現しつつあり、ミクロンサイズの超高

ドを作り、水素との反応で形成された O-H と Si-H の

圧実験の試料との相性は抜群である。それに対して、

振動を赤外吸収で検出することで確認されている（γ 「mSR では、10 円玉ほどのサイズの試料が望ましい」
線を照射しなければ振動は観察されない）。供給があ

と聞き、あまりのサイズの違いに衝撃を覚えた。著者

れば、スティショバイト中にも、十分に存在しうるこ

の研究グループの装置で試料を準備することは不可能

とが示唆される。ただし、供給があっても酸化的な環

であるため、高圧合成を専門する方々を共同研究に巻

4+
境であれば、Si → 4H+ の置換により「水」として取

き込むことになった。何とか試料の準備も整え、2011

り込まれる［5］。他のケイ酸塩高圧相でも同様であろ

年 3 月中旬に J-PARC で初実験の予定であったが、大

う。従来の研究では、酸化的な環境が仮定されてきた

地震が起こり、計画が大幅に変更になった。その後、

が、マントルの深部の酸化還元状態を理解することは

RIKEN/RAL、PSI

MLF/J-PARC、TRIUMF の 各 施 設

容易ではなく、また、浅部に比べて還元的であると考

で実験を行う機会に恵まれ、現在、ようやく第 1 報を

えられている［18］。

論文としてまとめ、投稿したところである［20］。本

それでは、還元的な環境を仮定したとして、地球
内部に水素の供給源はあるのであろうか？

稿は、その内容の紹介記事になっている。

一つの可

この間、論文の共著者の方々（敬称略：小嶋健児、

能性は、コアである。地球の進化の際に、コアに大

若林大佑、佐藤友子、谷口尚、西山宣正、入舩徹男、

量の水素が取り込まれたとするモデルがある［2,19］。 友野大、松崎禎市郎、宮崎正範、平石雅俊、幸田章宏、
コアからの供給があれば、ケイ酸塩の構造中の欠陥と

門野良典）はもとより、国内外のミュオン科学コミュ

は関係しない水素が存在しているかも知れない。ある

ニティの非常に多くの方々の暖かいご支援を頂き、

いは、地球の進化の初期段階でケイ酸塩中に取り込ま

ミュオンについて全くの素人であった著者とその研究

れ、今でも静かに存在しているのかも知れない。そう

グループの関係者も、少しずつではあるが、理解を深

した仮説を検証するためには、実際のマントルの深部

めることができていると感じている。ここに、これま

に大量に存在する MgSiO3 のペロフスカイト型高圧相

でのご支援に対する感謝の意を表するとともに、著者

（図 1）に対する測定が不可欠である。高温高圧下に

の無学による不十分な議論を指摘して頂くなど、変わ

おけるその場測定も重要である。しかし、mSR 法の

らぬご指導をお願いしたい。本稿では紹介していない

測定だけでは、どの程度の濃度の水素が熱力学的に安

が、同じルチル型の結晶構造でも、別組成では全く違

定にケイ酸塩に溶け込むかという問いには答えられな

う結果が得られていると聞いている。地球惑星科学的

い。実験で得られた知見をもとに、生成エンタルピー

な観点だけでなく、物性科学的な観点からも、今後、
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高圧とミュオンの組み合わせによる研究が幅広く展開
されていくことを期待している。また、著者は、高圧
実験の専門家として、本格的な高圧下その場 mSR 測
定の実現に向けて努力したいと考えている。一層のご
支援とご協力をお願いする次第である。最後に、本稿
の執筆をお勧め頂いた「めそん」編集委員会に感謝を
申し上げて結びとしたい。
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Professional へのスピリッツ

『日本中間子科学会若手奨励賞』
平成 25 年 2 月 24 日
日本中間子科学会
運営委員会委員各位
日本中間子科学会若手奨励賞
選考委員長

小池洋二

日本中間子科学会平成 24 年度（第 3 回）若手奨励賞の選考委員会は、平成 25 年 2 月 1 日に開催され、厳正

に審査した結果、竹下聡史氏と友野大氏を日本中間子科学会平成 24 年度（第 3 回）若手奨励賞の受賞候補者
に決定しましたので、ご報告いたします。
選考委員：秋光純、久野良孝、久保謙哉、小池洋二、永嶺謙忠、西田信彦

第３回 日本中間子科学会若手奨励賞授賞者

竹下 聡史

氏

（理化学研究所播磨研究所放射光科学総合研究センター

「μSR による鉄系超伝導体

特別研究員）

CaFe1-xCoxAsF における超伝導と磁性の研究」

授賞理由：
最近発見された鉄系超伝導体は、銅酸化物超伝導体に次いで高い超伝導転移温度を有しており、その超伝導
の発現機構の解明が重要な課題となっている。そして、鉄系超伝導体の母物質に現れる SDW 秩序と超伝導と
の関わりが注目されている。竹下氏は、SDW 秩序を示す CaFeAsF の Fe 原子を Co 原子で部分置換した鉄系超

伝導体 CaFe1-xCoxAsF において、ミュオンスピン回転・緩和実験を行い、超伝導相と磁性相の明らかな相分離
状態を確認した。さらに、超流動電子密度および超伝導相と磁性相の体積分率の x 依存性を調べ、「島状に存
在する超伝導領域がドープされた Co 原子を中心に存在し、Co ドープ量の増加とともに島の数、すなわち超

伝導相の体積分率のみが増加していく」というモデルを提唱した。本研究は、鉄系超伝導体における超伝導と
磁性の共存、あるいは競合に関する研究の先駆的なものであり、鉄系超伝導体における超伝導の発現機構の研
究に重要な情報をもたらした。また、本研究は、超流動電子密度や超伝導相と磁性相の体積分率の見積もり
を得意とするミュオンスピン回転・緩和法の優位性を活かした研究であり、さらに、立ち上がったばかりの
J-PARC MUSE で得られた特筆すべき研究成果である。したがって、中間子科学の発展への貢献は少なくない。
よって、2012 年度の若手奨励賞にふさわしい業績であると認められる。
[ 受賞論文 ]

・“Insulator Superconductivity in a Co-Doped Iron Pnictide CaFe1-xCoxAsF”, S. Takeshita, R. Kadono, M. Hiraishi,
M. Miyazaki, A. Koda, S. Matsuishi, and H. Hosono, Physical Review Letters 103 (2009) 027002/1-4.
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友野 大

氏

（理化学研究所仁科加速器研究センター

協力研究員）

「キャピラリー法によるミュオンビーム収束技術の研究」
授賞理由：

友野氏の研究は、陽子加速器から生まれる 3 次粒子であるミュオンのビームの空間的拡がりを狭め、標的

に導き、ミュオン科学研究の発展に寄与することを意図したものである。そのために、最近重イオンビームで
成功をみている、傾斜のついた細管キャピラリーを用いる方法をミュオンに適用することを試み、顕著な成果
を挙げた。すなわち、パルス状及び連続状ミュオンの通常ビームラインの出口にキャピラリーを置き、その出
口のミュオンビームの性質を詳細に調べ、収束性によるビーム密度の 30-70% の上昇を得るとともに、現象の
原理解明に成功した。具体的には、次の点が友野氏の特筆すべき成果であり、中間子科学の発展への貢献は少
なくない。
1) パルス状ミュオンがガラスキャピラリーで密度が倍増することを見出し、この現象がクーロン多重散乱で
説明出来ることを見出した。
2) 直流状ミュオンを用いて、詳細な実験を行い、密度増加のキャピラリー物質・構造依存性、キャピラリー
通過のよるミュオンビームエネルギーの変化、同じくミュオンスピン偏極度の変化、等々の情報を初めて
明らかにした。
3) 得られている密度上昇の値は必ずしも驚くべきものではないが、キャピラリー法に関するほぼすべての物
理実験量を得る方法を初めて示しており、今後の後継実験の模範となるものである。
よって、2012 年度の若手奨励賞にふさわしい業績であると認められる。
[ 受賞論文 ]

・“Focusing Effect of MeV Muon Beam with a Tapered Capillary Method”, D. Tomono, T. Kojima, K. Ishida, T. Ikeda,
Y. Iwai, M. Tokuda, Y. Kanazawa, Y. Matsuda, T. Matsuzaki, M. Iwasaki, and Y. Yamazaki, Journal of the Physical
Society of Japan 80 (2011) 044501/1-7.

・“Development of new μ-e decay counter in new multi-channel μSR spectrometer for intense pulsed muon beam”,
D. Tomono, Y. Hirayama, M. Iio, K. Ishida, M. Iwasaki, H. Outa, H. Ohnishi, T. Matsuzaki, Y. Matsuda, H. Yamazaki,
J. Kasagi, R. Klein, and S. N. Nakamura, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 600 (2009) 44-46.

選考の経緯：

・平成 24 年 11 月 30 日：公募を締め切った。新規応募者 1 名。

前年度応募者のうち選考対象者 2 名

・平成 24 年 12 月 13 日：選考委員 13 名に応募書類を配布した。

・平成 24 年 12 月 19 日：選考委員 13 名の中から応募者の関係者を除く 6 名を最終的に選考委員と決定し、
書類審査を依頼した。
・平成 25 年 2 月 1 日：選考委員会を東京で開催し、受賞候補者を決定した。
選考の検討課題：
応募者数が減少していることが問題である。たとえば、理研での中間子の会議で発表している研究者（およ
び研究室の若手）を会員に勧誘し、若手奨励賞への応募を勧めることも有効かもしれない。
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日本中間子科学会若手奨励賞

μSR による鉄系超伝導体 CaFe1-xCoxAsF における超伝導と磁性の研究
理化学研究所
放射光科学総合研究センター
特別研究員

竹下 聡史

プ量を増加させていくと超伝導が現れます。その転移
温度は 20 K 程度であり、F ドープ量に大きくは依存
しません [1]。

Dr. Soshi Takeshita
RIKEN SPring-8 Center

1.

まえがき
鉄系の高温超伝導が 2008 年に発見されて以来 [1]

活発な研究が進められ、圧力印加や希土類の置換によ
り，超伝導臨界温度 Tc の 50 K 代までの上昇が同年内
に達成されました [2, 3]。その活発さは、銅酸化物高

温超伝導体の発見当時を彷彿させるものがあったそう
です。もちろん、私自身は銅酸化物高温超伝導体が発
見された当時まだ小学生で、研究現場の状況を知る由

図 1： LaFeAs(O,F), Ca(Fe,Co)AsF の結晶構造。

もありませんでしたが．．．なお、鉄系超伝導における
研究は上述の通り日進月歩であり、当時と状況・解釈
の相違があるかもしれませんが、ご了承ください。
さて、話を鉄系超伝導に戻します。我々の研究グ
ループは、当時最初に発見された鉄砒素系超伝導体の
LaFeAs(O,F) 系の mSR を測定しており、超伝導と磁性

3.

鉄砒素系超伝導 LaFeAs(O,F) の mSR
我々の研究グループでは、この鉄砒素系超伝導体

の間の相関をつかみかけておりました [4,5]。本研究

において、超伝導ギャップの対称性及び超伝導と磁性

は、この関係が普遍的な物かどうかという観点で同じ

の相関について調べるために mSR 実験を進めており

鉄砒素系超伝導体に Co をドープすることによりキャ

ました [4, 5, 6]。その結果、超伝導ギャップの対称性は、

リアドープ量をシステマティックに変化させて mSR

単純な BCS のシングルギャップモデルでは説明でき

を測定しており、特徴的な超伝導の状態を発見しまし

ず、マルチギャップ的であることを明らかにしました

た。また、この超伝導は島状に分布するモデルで説明

[5, 6]。

できることを示しました。

また、本研究で注目している超伝導と磁性につい
ても、超伝導転移温度以下において互いに相関がみ

2.

られるという興味深い結果を得ていました。図 2 に

鉄系超伝導
鉄系超伝導体 LaFeAs(O,F) は、FeAs 層と LaO 層が

交互に積層した層状構造をとっており、超伝導は Fe
が担っている点が特徴的です（図 1）。母物質は室温

LaFeAs(O1-xFx), x = 0.06（多結晶体）における零磁場、
縦磁場、及び横磁場 mSR のタイムスペクトルを示し
ます。超伝導転移温度以上である 30 K の零磁場スペ
クトルはガウス型の緩和を示していますが、転移温度

で金属的性質を示し、130 K 近傍において構造転移、 以下に下げる（2 K）と、ガウス型（解析より分率は
金属絶縁体転移に加え、磁気転移を示します。この系
に対して F ドープを行うと、ドープ量 5 % 付近にお
いて転移温度の急峻な低下がみられます。さらにドー
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約 75 %）に加え指数関数型の緩和を示す成分（解析

より分率は約 15 %）が現れます。この低温でガウス
型緩和を示す 75 % の成分は 5 mT の縦磁場を印加す
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ることで容易に内部磁場からデカップルされているた
め、核スピンの内部磁場を感じている、すなわち常磁
性成分であることがわかります。一方で、残り 15 %

Tc

の成分は、弱い縦磁場ではデカップルされないことか

6.82

ら、電子スピンの作り出した内部磁場を感じている、

6.80

すなわち磁性成分であることがわかります。これより、

絡線を示しています）をみると、零磁場でガウス型の

f / MHz

ル（図には横磁場スペクトルの横緩和項、すなわち包

6.76
6.74

緩和を示していた成分は、磁束格子状態の形成に伴い

6.72

緩和率が大きくなっており、超伝導を示す相であった

6.70

ことがわかります。この緩和率の増大は、超伝導転移

6.68

温度以下で発達することが下の解析からわかります。

ZF 30K

δs
Λm

1.0
−1

LF 5mT, 2K

δ, Λ / μs

1.0

Gz(t), Gx(t)

fs
fm

1.2

1.2

0.8
0.6

0.6

x = 0.06
2

0.2

ZF 2K

0.2 LaFeAs(O1-xFx)
0

0.8

0.4

TF 2K

0.4

0.0

TF-μSR

6.78

Tc 以下においては常磁性成分と磁性成分が共存してい
ることが明らかとなりました。さらに横磁場スペクト

LaFeAs(O1-xFx)
x = 0.06

4

t / μs

6

8

10

図 2： LaFeAs(O0.94F0.06) の mSR タイムスペクトル。

横磁場スペクトルの解析結果について示します
（図 3）。横磁場スペクトルの解析は、超伝導相と磁性
相の 2 成分を仮定し次の式で行いました。

0.0

0

5

10

15

T/K

20

25

図 3： 解析パラメータの温度依存性。

4. Co ドープ系 Ca(Fe,Co)AsF の mSR
LaFeAs(O,F) において超伝導相と磁性相が相共存し

1 2 2
Gx (t) = exp(− δN
t )[w1 GS (t) + (w2 + w3 )Gm (t)]
2
GS (t) = exp(−δS2 t2 ) cos(2πfS t + φ)

ており、かつ互いに相関がありそうであることが示唆

Gm (t) = exp(−Λm t) cos(2πfm t + φ)

Ca(Fe,Co)AsF 系において Co 組成を振った試料（多結

されました。これが、ドープ領域全般にわたってユ
ニバーサルなものであるのかどうかを調べるために、
晶体）にて mSR 実験を行いました [5, 7]。Ca(Fe,Co)

解析結果には磁性相と超伝導相の成分をともに示
しました。なおこの解析において、磁性相と超伝導相

AsF 系では Fe2+ のサイトが Co3+ で置換されるため形

式的には電子ドープが行われます。すなわち Co ドー

の体積分率は零磁場の解析結果とコンシステントで

プ量 x を振ることにより、キャリア量をコントロール

す。緩和率の温度依存性を見ると、超伝導相の緩和率

することができます。

δ S および 磁性相の緩和率 Λ m ともに Tc ～ 18 K 以下で

図 4 に典型的な 2 組成の mSR タイムスペクトルを示

増大していることがわかります。この結果から、超伝

します。図 4(a) の試料は組成が x=0.075 であり、超伝

導相と磁性相のあいだに何らかの相関があることが示

導は示しますが，その組成は磁性を示す組成と超伝導

唆されます。

を示す組成のほぼ境界領域に位置します。
この x = 0.075
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の組成においても、先に示した図 2 のスペクトルと定

図 5 に解析結果を示します。組成 x = 0.075 及び 0.150

性的によく似ており、磁性相と超伝導相が共存してい

における超伝導相の超伝導電子密度 σs = 2δs の
温度依存性（図 5(a)）を見ると、どちらも BCS モデ

る事がわかります。解析より、磁性相の体積分率は約
80 % と見積もられています。図 4(b) の試料は x = 0.150

√

ルでは説明ができないことが明確です。また、0 K に

であり、ドープ量がさらに進んだ組成になっています。 外挿したの値は、それぞれ 0.44 ms-1, 0.45 ms-1 であり、
図 4(a) 同様に、タイムスペクトルから磁性相と超伝

ほとんど x に依存していないことがわかります。この

導相の共存している様子が読み取れますが、解析から

ことから、Ca(Fe,Co)AsF の超伝導電子密度はキャリ

磁性相の体積分率は約 30 % であり、x = 0.075 の組成

アドープ量にほとんど依存しないと考えられます。一

よりも減少しています。

般的にはキャリア量が増加すると、（キャリアが超伝
導に寄与している場合）超伝導電子密度も変化すると
考えるのが自然ですが、Ca(Fe,Co)AsF の場合は少し

1.2

(a)

特殊なことを考えないと説明が難しいようです。一

Ca(Fe1-xCox)AsF

体、ドープされたキャリアはどこへ行ってしまったの

x = 0.075

0.8
0.6

でしょうか。

LF 10mT, 2K

0.4
0.2

(b)

1.0

x = 0.150

Ca(Fe1-xCox)AsF

0.4

x = 0.075
x = 0.150
BCS

0.3

0.8

LF 5mT, 2K

0.6
0.4

TF 2K

0

2

4

t / μs

0.2
0.1

ZF 2K

0.2
0.0

0.5

ZF 2K

TF 2K

0.0
1.2

Gz(t), Gx(t)

ZF 120K

σs / μs−1

Gz(t), Gx(t)

1.0

6

8

図 4： Ca(Fe,Co)AsF の mSR タイムスペクトル。
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図 5： Ca(Fe,Co)AsF の超伝導電子密度の温度変化。

次に、組成 x を振ったシリーズにおいて、零・縦

そこで、先ほど図 4 のタイムスペクトルを説明した

磁場のタイムスペクトルについて、次の式で解析を行

際に触れていた、
「超伝導相と磁性相の共存」に着目し

いました。

てみます。磁性相の体積分率がドープ量 x に依存して
いることから、零磁場スペクトルから求めた常磁性相

Gz (t) = [w1 + w2 Gm (t)]GKT (δN : t)

と磁性相の体積分率を解析により求めました。この常

1 2
Gm (t) = + exp(−Λm t) cos(2πνt + φ)
3 3

磁性を示す相は、図 4 でも見て取れますように、横磁
場実験から超伝導相であることが確認されています。
結果を図 6 に示します。磁性相の体積分率の x 依存性を

みますと、ドープ量の増加とともに x = 0.05 付近より体
また、横磁場のタイムスペクトルについては、次の式

積分率がほぼ直線的に減少していることがわかります。

で解析を行いました。

対して、
常磁性相の分率は全く逆の傾向を示しています。
これらの結果から、Co ドープにより注入されたキャリ

−δs2 t2

Gx (t) = [w1 e

2 t2
− 12 δN

cos(2πfs t+φ)+w2 Gm (t)]e

アは、超伝導電子密度には寄与せず、超伝導相の体積分
率を増加させることに寄与していると考えられます。
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ZF-μSR
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図 6： 常磁性相と磁性相の体積分率。

図 8： 超伝導相体積分率のシミュレーション結果。

では、一体どのような状態が実現しているのでしょ

上記クラスターモデルの検証を行うために、体積

うか。これを説明する一つのモデルが島状超伝導モデ

分率のシミュレーションを行いました。シミュレー

ルです。一定の超伝導電子密度を有する小さな超伝導

ションは、鉄系超伝導体が層状構造を形成しているこ

の島が磁性相の中にポツポツと存在している状態です

とから 2 次元系であるとし、超伝導の島を半径の円形

（図 7）。この超伝導の島は、ドープされた Co 原子の
周りに生じているのではないかと考えています。そう

であると仮定し、Co で置換されたサイトをランダム
に発生させ、その濃度をドープ量 x で規定しました。

すると、Co ドープ量が増加するに従って磁性相の体

結果を図 8 に示します。図中の、四角形、三角形、及

積分率は減少し、対して超伝導相の体積分率が増加す

び丸形のシンボルは、それぞれ超伝導相の体積分率の

ることが説明できます。また、島の中の超伝導電子密

実験データ、クラスターモデルのシミュレーション結

度は一定なため、Co をドープしても超伝導電子密度

果、及びいくつかのにおける島状モデルのシミュレー

がほぼ不変である事も説明できます。

ション結果です。結果から明らかなように、クラスター

さて、このようなモデルを考えたときに、最もつ

モデルでは、20 % 以上の超伝導相体積分率を再現す

まらないケースが考えられます。それは、Co が試料

ることができません。これは、Co 原子が密に存在し、

内に均質にドープされず局所的な領域に集まってしま

互いの超伝導の島が重なり合ってしまうため、超伝導

い、Co リッチなクラスターを作ってしまうケースで

の体積分率を稼げないことを意味しています。実際に

す。しかしこのクラスターモデルは、実験的には、電

実験で使用した、数～ 10 数 % 程度の Co ドープ量では、

気伝導性や格子定数が Co ドープ量の増加とともに一

実験結果の数 10 % といった大きな体積分率を実現す

様に変化していることから、その可能性は低く、また

ることが不可能であることを示します。一方で島状モ

次に示しますシミュレーションの結果から、実験結果

デルの場合、島の半径にもよりますが、その半径が 0.4

を説明できないことが示されます。

～ 0.6 nm であれば、実験結果の比較的大きな超伝導
相体積分率を再現することができます。

以上の結果から、Ca(Fe,Co)AsF の超伝導は、試料
内に均質に存在しているわけではなく、磁性相と超伝
導相に相分離した状態であることが、mSR 実験を通
して明らかとなりました。さらにこの超伝導は磁性相
の中に島状に点在していること、Co ドープは超流体
密度の増減にはほとんど寄与せず、島の数を増やして
図 7： (a) 島状モデルと (b) クラスターモデル。
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が示唆されました。
最後に図 9 に Ca(Fe,Co)AsF 系の mSR からみた相図
を示して、本解説のまとめに代えさせていただきたい
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図 9： Ca(Fe,Co)AsF 超伝導の相図。

5. あとがき
「mSR は物質の発見時・創世期において、大変強力
な武器である。機動力がある。」これは、飲み会の席で、
とある先生が語った mSR についての印象です。今回、
ここでお話しさせていただいた内容は、まさにその機
動力が発揮された一つの例ではないかと思っていま
す。今後様々な興味深い物質や、新現象が発見されて
ゆくことと思われますが、超低速ミュオンの実現とみ
なさまのご支援により、ますます mSR がその機動力
を発揮していく事を期待しております。
本稿でご紹介した研究は、J-PARC D1 ビームライ

ン（2008A0005）、TRIUMF M15 ビームライン（M1154,
M1174）において得られた mSR データをもとにして
います。また、細野秀雄氏（東工大）、神原陽一氏
（東工大・現慶応大）
、松石聡氏（東工大）
、門野良典氏
（KEK）、 平 石 雅 俊 氏（KEK）、 宮 崎 正 範 氏（KEK）、
幸 田 章 宏 氏（KEK） と の 共 同 研 究 で あ り、J-PARC
MUSE、及び TRIUMF の各施設スタッフに多大なる

ご尽力をいただきましたこと、加えて KEK ミュオン
共同利用実験プログラム（海外施設利用）によりご支
援いただきましたこと、ここに深く感謝いたします。
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キャピラリー法よるミュオンビームの収束効果に関する研究
京都大学大学院理学研究科

8+
なる振る舞いを示します。Tk ~ keV のイオン (Ar 等

物理学第二教室

) では誘電体のガラスの内側表面にイオンがチャージ

友野

アップします。後から入ってくるイオンはその内壁の

研究員

大

Dr. Dai Tomono

電荷と反発し中央に集束されます。この際、多価イオ

Department of Physics II, Graduate School

ンであっても電荷を失うことなく、さらにエネルギー

of Science, Kyoto University

を失うことなく細く絞られたキャピラリー出口へ導か
れます。その結果、ビームキャピラリー出口で密度
が 10 倍程度まで上昇します。またガイド効果により、

1. はじめに
本研究は私が昨年まで在籍していた理化学研究所、
岩崎先端中間子研究室の理研 RAL ミュオン施設にお

ビームをキャピラリーに沿って曲げることも可能で
す。
+
2+
一方、Tk ~ MeV イオン（He , He 等）では内壁で

のチャージアップより内壁との散乱が優位になり、結

ける研究テーマの 1 つです。本誌をご覧の多くの方々

果的にビームを中心方向に散乱させる成分が大きくな

にとってなじみのある、比較的低エネルギーの表面ミ

ることによってビーム収束効果を示します。実際この

ュオンビームは、大強度化が容易な反面ビームサイズ

方法ではキャピラリーでの散乱を増加させるには誘電

が大きくなります。ところで、表面ミュオンビームの

体であるガラスよりも原子番号 Z の大きな物質を用

大きさはビーム標的をからのミュオンの運動量と見込

いることが重要になります。

む立体角で規定されますが、現状の方法、つまり通常
の電磁石を用いてミュオンビームを実験ポートまで輸
送する限りは Liouville の定理により、運動量の広が

ではミュオンに用いた際にはどうなるのだろうか、
という疑問に応えるべく、理研 RAL ポート 2 のミュ
オンビームラインでテストを行いました。イオンビー

りを抑えたままサイズを小さくできません。なので、 ムの場合は入り口が 800 μm 程度のキャピラリーで通
通常、ビーム出口において、ビームサイズをビーム標的

すことができましたが、ミュオンの場合、ビームサイ

ないしサンプルに合わせるために鉛コリメーター等で削

ズが直径 40 mm と非常に大きく、それに合わせたキ

りますが、単にビーム量を損するだけで、鉛からバック

ャピラリーというよりテーパーのついたガラス管を製

グラウンドの電子がサンプルに到達します。そこで、少

作し実験に用いました。全長 400 m、入口径 40 mm

しでもサンプルに止まるミュオンを増やすことはできな
いのだろうかという発想のもと、イオンビームで行われ
ている方法に着目したのが本研究のはじまりです。誘電
体であるガラス製キャピラリー中にイオンビームを通す
ことにより、そのガイド効果、集束効果が得られるとい
う方法で、その方法とメリットについて説明します。

2.

実験の動機と背景
ミュオンビームにキャピラリー法を用いた動機はイ

オンビームの研究結果にさかのぼります。理化学研究
所、山崎原子物理研究室においては、陽子ビームや
He+ や Ar8+ などの多価イオンビームの集束に誘電体
であるガラスを用いて集束効果を得ています [1]。た
だし、イオンのもつ運動エネルギー（Tk）によって異
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図 1： セットアップとコラボレーター写真（上段左から石田、
小島、池田、下段左から友野、金澤）。
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出口径 10 ～ 20mm です。観測には薄いプラスチック

セットアップ写真を図 3 に示します。空気による散

シンチレーターをキャピラリー出口に設置し、パルス

乱の影響をなくすため、ビームラインと一体化させた

毎にシンチレーター中でのエネルギー損出量を測定し

真空チェンバーを用意し、中央に板を設置しました。

ました。その後、計算によりエネルギー損出量を密度

その周りをプラスチックシンチレーターで作られたベ

上昇分に焼き直すことによって、間接的にビームの集

トーカウンター、入口にはビーム同定用カウンター、

束効果を確認しました [2]。ガラス管内壁の角度には

出口にはその用途に応じて、角度分布測定用アレーカ

大きく依存せず、その密度上昇は 2 倍程度という結果
が得られています。理研 RAL のパルス状ミュオンビ

ウンター、スピンアシンメトリー測定用カウンター、
またエネルギー測定用に SSD を設置しました。

ームの特性上、このような方法でのみ実験可能でした
が、キャピラリーの有無による強度比しか分からず、
そのメカニズム、キャピラリーの形状、材質、表面状態、

4. 結果と今後の展開

通過したミュオンビームのエネルギーや角度分布、ス

細かい結果は論文に掲載されているので、ここで

ピン状態など、実際にビームラインでの応用するため

は主要な結果だけまとめます。まず、図 3 のようなセ

の詳細なデータは不明なままでした。そこで、カナダ

ットアップで。板の出口においてのビームのエネルギ

TRIUMF 研究所の DC ミュオンビームを用いた実験を

ー分布を測定しました。図 4 は入射ビームの運動量が

様々な条件下におけるデータの比較、角度やエネルギ

から言えることは、

ーなどの分布測定が可能になりました。この実験につ

・

行いました。1 個のミュオン毎のデータ取得を行い、 (a) 35 MeV/c 、(b)45 MeV/c の時の結果です。この図

いて詳細と結果を紹介いたします。

エネルギー分布は何もない状態（スリットをおい
た場合）よりも全体的に小さくなり低エネルギー
側にテールを引くが、分布は大きく崩れない

・

3. 実験の詳細

集束効果は金が最も大きいことから、集束効果は
Z の大きな物質ほど大きいことがわかる、これは

実験は TRIUMF 研究所の M9B ビームラインにおい

主に内壁との散乱によって集束効果が起きている

て行われました。肝心のキャピラリー？（管）には、

ことを示唆している

図 2 に示すような 2 枚の板でビーム出口を絞り込む、 ・

表面の粗い銅板と研磨した銅版の比較から表面の

つまり 1 次元方向での集束効果で比較を行いました。
管状のものでは材質、表面状態など比較が難しいため
です。用いた材質はガラス板、銅版、銅に金メッキを

粗さに関しては集束効果に影響しない
・

中心付近の密度上昇度は ~ 1.3 倍である（ピーク
の両側 3σ までの積分値）

施した板、またそれぞれ筒と板とを比較することによ
り、定量的なデータを得ています。

Veto Counter

Sil icon Detector (SSD)

Au coated copper plates
Glass tube

Glass plate

Copper (polished / rough)

Gold coated copper

Beam Defining Counter

Muon
30 ~ 50 MeV/c
20 mmφ

図 2： さまざまな平板による集束効果の確認用セットアップ、 図 3： セットアップ写真。手前からミュオンビームが入り、
板で散乱されたミュオンが出口にある SSD 検出器
左上からガラスチューブ、ガラス板、左下から銅板、
によって観測されます。途中で止まったミュオンは

金メッキ銅版。

ベトーカウンターで崩壊電子として観測されます。
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また、そのときの角度分布については図 5 に示し

0.1

ます。板の出口直後と 100 mm 下流に 5 mm 間隔にカ
測定したものです。これから言えることは、(a) ビー
ム出口付近でも、(b) 100 mm 下流でもビームの横方向
の広がりはおさえられており、集束効果は小角散乱に
よるものが多く、ビームは大きく広がらないことを意
味しています。
さらに、これを 1 次元の板から板を四枚張り合わ

せた角柱上の管にしたものを作り 2 次元方向の集束効

Relative muon yield

ウンターを敷き詰め、板出口からのビームの広がりを

1.4

[MeV cm2/gH2O]

0.2

0.3
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pμ = 35 MeV/c
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図 4： 出口からでてきたミュオンのエネルギー分布（1 次元）
それぞれ、ビーム運動量は (a) 35MeV/c、(b) 45MeV/c
の場合。

果についてもデータを取得しました。この結果を図 6

に示します。結果、1 次元のときと同様、ガラスより
も銅のほうが有利であり、その集束効果は ~1.7 倍と

0.05

最後にスピン状態についても調べました、約 100

0.03

mm 下流に銀板を設置し永久磁石で 500 G ほどの横磁

0.02

場をかけ、ミュオンを止めてスピンを回転させ、銀板
の上流、下流にあるカウンターで偏極度を測定しまし
た。測定の結果が図 7 になります。銅版、ガラスがあ
った時のアシンメトリーと何もない場合（スリット）
でほぼ一致しており、スピン偏極度は保存されている
ことがわかります。

Relative muon yield

ちょうど 1 次元の場合のほぼ自乗となりました。

0.04

10mm downstream

pμ = 40 MeV/c

plates
slit

0.01
0

2

4

8

10
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14

100mm downstream

0.05

16

(b)

0.04
0.03
0.02
0

2

4

6

以上、結果を簡単に説明しましたが、簡単にまとめ
ルギー分布の中心値は少々低くなり低エネきくビー

6

0.01

5. 結果と今後の展開
ると Tk~MeV のミュオンビームでは、散乱によるエネ

(a)

8

10

12

conter ID

14

16

図 5： 出口かから出てきたミュオンの角度分布、1 本のカウン
ターの太さは 5 mm、それぞれ (a) 10mm 下流、(b) 100 mm
下流の場合。

ムが広がることはないというものです。
パルス状ミュオンで行う実験の多くは標的にミュオ
ンを止めてから行う実験ですので、本実験に用いたキ
ャピラリー程度の長さと傾斜をもつコリメーターを

0.1

ビームの出口付近にいれることにより、少なくともビ

1.4

ームの集束効果により 1.7 倍程度の密度上昇が見込ま
ュオン実験においてミュオニウム生成標的の前に入
れることを計画していました。傾斜のついた板でレー
ザーのラインに沿って集束効果を得るようにミュオ
ニウム標的に打ち込めば、、ミュオニウムの生成効率
向上により、イオン化効率は上がり、超低速ミュオン
強度が上昇するかもしれません。J-PARC で計画され
ている超低速ミュオンを使った g-2 実験 [4] など、統
計面で寄与が期待できます。
さらに原子物理研究室ではすでにキャピラリー細胞
照射などの応用に用いています。現状のミュオンビー

58
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れます。我々のグループではこれを RAL の超低速ミ
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図 6： 出口から出てきたミュオンのエネルギー分布（2 次元）、
ビーム運動量は 40 MeV/c。
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0.4
0.2

実験を行いました。みなさまに大変感謝しております。

(a) copper

また TRIUMF の施設利用に当たり G. Marshall 博士に

0

は大変お世話になりました。また多くの方々に励まし

Muon spin asymmetry

-0.2
-0.4
0.4
0.2

ていただきましたことを感謝いたします。微力なが
ら、今後ともミュオン技術の発展に力になれればと思

(b) glass

います。

0
-0.2
-0.4
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(c) slit
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図 7： ミュオンの偏極度測定、銅版、ガラス、何もないとき
（スリット）の比較、銀標的、500 G 横磁場中。

また、イオンビームの応用は山崎原子物理研究室
のホームページ
http://www.riken.jp/ap/nanobeam/index.html
に詳しく紹介されています。
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ムのビームサイズは非常に大きいですが、超低速ミュ
オンが実現すれば、非常に細い Tk ~ keV のミュオンビ
ームが大量に得られます。このビームをイオンビーム

[3] D. Tomono et al., Journal of Physical Society of Japan
80 (2011) 044501.

[4] N. Saito, M. Iwasaki et al., E34 Proposal at J-PARC.

と同様のマイクロキャピラリーに通して、チャージア
ップによるガイド効果が実現すれば、ビームを選択的
にサンプルの特定の場所、表面、また内部に照射した
り、生体物質などの特定の部位にのみミュオンを照射
したりという技術につながるかもしれません。これら
は未知の分野で克服すべき課題はたくさんあります
がが、このキャピラリーによる方法は、表面ミュオン
だけでなく超低速ミュオンにおいても様々な応用が
考えられる素晴らしい技術だと考えています。今後の
超低速ミュオンの J-PARC での展開に期待しておりま
す。

6. 最後に
中間子科学会においてこのような名誉ある賞を頂き
ましてありがとうございます。若輩者の私が本研究の
概要を本誌に執筆させていただきましたが、本研究は
もちろん 1 人でやれる規模のものありません。まず、
本研究のアイデアを提供していただいた山崎泰徳 原子
物理研究室主任研究員、岩崎雅彦 先端中間子研究室
主任研究員に感謝いたします。また現地では小島隆夫、
池田時浩、岩井良夫（原子物理）
、松崎禎市郎、石田勝彦
（先端中間子）理研研究員、松田恭幸 東大准教授、また
金澤悠（上智大）
、徳田真（東工大）の両学生とともに
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第４回日本中間子科学会若手奨励賞公募
日本中間子科学会では、中間子科学の発展に貢献しうる優秀な論文を発表した若手会員を称え、学会をより
活性化するために、「日本中間子科学会若手奨励賞」を制定し、平成 22 年度から実施しています。

表彰の対象は、博士の学位取得後 10 年以内の会員（博士の学位未取得者も含む）で、毎年 2 名を上限とし

て選出します。授賞式は総会にて行い、受賞者には、総会において受賞記念講演を行っていただきます。詳細
は、下記の「日本中間子科学会若手奨励賞規定」、「日本中間子科学会若手奨励賞細則」、および、「日本中間子
科学会若手奨励賞実施スケジュール」をご覧下さい。
自薦、他薦いずれでも結構ですので、多数の応募をお待ちしております。
日本中間子科学会
会長

杉山 純

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

2) 対象とする論文の筆頭著者であること。ただし、共著者がアルファベット順に記載されている場合は、
論文の主要執筆者であること。
２．応募方法
自薦または他薦による。
３．提出書類

1) 履歴書（博士の学位取得年月日を明示すること）
2) 発表論文リスト

3) 受賞候補論文の別刷りあるいはコピー

4) 推薦（または自薦）理由書（2000 字以内。英文も可）
４．提出方法
書類は、電子ファイル（PDF ファイルに変換したもの）を電子メールに添付して送付すること。それ
ができない場合は、電子ファイルを CD に入れて郵送すること。

書類受領後には、受領確認の電子メールが応募者に送られるが、もし、受領確認の電子メールが 1 週

間以内に届かない場合には連絡を入れること。
なお、前年度の応募者の書類は、応募資格を有する限りは再提出がなくても有効とする。
５．提出先

1) 電子メールの場合
日本中間子科学会
2) 郵送の場合

〒 319-1195
独立行政法人

庶務委員長

髭本 亘 higemoto.wataru@jaea.go.jp

茨城県那珂郡東海村白方白根 2 番地 4
日本原子力研究開発研究機構

重元素系固体物理研究グループ

先端基礎研究センター

髭本亘

封筒に「若手奨励賞応募書類在中」と朱書し、簡易書留で送付すること。
６．締め切り

平成 25 年 11 月 30 日

７．問合せ先

〒 181-8585 東京都三鷹市大沢 3-10-2
国際基督教大学教養学部
tel: 0422-33-3454
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の問題は今回の会議でも重要なトピックとして取り扱
われ、そのシンポジウムが開かれた。HO 相への転移

SCES2013（東京）

自体は比熱、電気抵抗等で明瞭に観測できるが、その
秩序変数は 25 年以上前にこの物質が発見されて以来
未だに不明なままであるというのが、この系の問題点
である。私自身も学生の時から度々この系の研究に携

理化学研究所仁科加速器研究センター

わっており、また現在も mSR を用いて研究を行って

岩崎先端中間子研究室

いる。芝内孝禎氏は、磁気トルク測定、サイクロト

川崎 郁斗
Dr. Ikuto Kawasaki
Advanced Meson Science Laboratory, RIKEN

ロン共鳴、及び X 線回折の結果について紹介し、す

べての実験結果が HO 相における格子の持つ 4 回対称
性の破れを示唆していることを指摘した。X 線の回折
ピークが HO 相で明瞭にスプリットする振る舞いが報
告されており、大変驚かされた。この結果は、秩序変
数の対称性を表現する既約表現を特定するものであ
り、非常に重要な結果であるといえる。他の実験プロー
ブを用いた更なる検証が期待される。J. A. Mydosh 氏
は近年の ARPES 等のスペクトロスコピーの結果、及

び LDA バンド計算結果についてのレビューを行った。
一方、J. Geck 氏は最新の高分解能 ARPES の結果を紹

介し、HO 転移温度以上で観測されるインコヒーレン
2013 年 8 月 5 日 〜 9 日 の 5 日 間 に か け て、The

International Conference on Strongly Correlated Electron

トな成分が HO 相では他のバンドと混ざり、コヒーレ
ントなバンドを形成する振る舞いを報告した。近年の

Systems が東京大学本郷キャンパスにおいて開催され

分光器や光源等の進歩により、転移温度のエネルギー

3 年に 1 度の ICM の SCES セッションも含めると毎

が可能となってきており、この系のバンド構造、及び

た。この会議は 1989 年にアメリカで開催されて以来、 スケール以上の高いエネルギー分解能の APRES 実験
年開催されている。この会議の対象は幅広く、f 及び

転移に伴う電子構造の変化が観測されつつある状況に

d 電子系化合物、有機物等の物質群をターゲットとし

ある。しかし一方で、最近いくつかの ARPES 論文が

て、「重い電子の物理」、「量子相転移」、「非フェルミ

報告されているが、バンド構造やその温度変化につい

液体異常」、「金属・絶縁体転移」、「フラストレーショ

ては互いにコンシステントではない部分も多々あり、

ンと量子磁性」
、「マルチフェロイック」、「非 BCS 型

未だ混沌としている状況にある。最終的な結論に至

超伝導」等々非常に多くのトピックを取り扱う。私は

るまでには、さらなる研究が必要であろう。その他、

2007 年に初めて参加してから、今回で通算 4 回目の

F. Bourdarot 氏の中性子散乱による磁気励起の観点か

口頭発表、及び 639 件のポスター発表があり、参加者

理論モデル「Hastatic Order」の講演を興味深く聴いた。

参加となる。今回は 45 件の基調・招待講演、52 件の
は全体で約 840 人であった。この会議はもともと日本
人の割合が非常に多いが、今回は日本で開催されたこ
ともあって、なんと参加者の内 500 人以上が日本人で
あり、2 番目に多いドイツ（~50 人）の 10 倍以上となっ
ていた。

セッションは興味深く面白そうなものが多くあっ

らの研究、R. Flint 氏による HO 転移に対する新しい

量子相転移も重要なトピックとして扱われ、これに
ついてもシンポジウムが行われた。Q. Si 氏は近藤格
子系においては、SDW 型 (Hertz-Millis-Moriya 型 ) の
量子相転移だけでなく、条件によってはフェルミ面の
体積変化を伴う Kondo break down 型の量子相転移が
実現することを指摘した理論家であり、今回は量子相

たが、私の持つバックグラウンドでは、とてもすべて

転移研究の最近の進展についての報告を行っていた。

をカバーすることは出来なかった。以下では私の専門

高度な内容なので、その理解は難しかったが、多くの

性と興味によるかなりの偏りがあるが、いくつかのト

実験結果を統一的に説明する「Global phase diagram」

ピックについて紹介して行きたい。

の概念についての解説があり、大変勉強になった。

URu2Si2 が 示 す「 隠 れ た 秩 序 (Hidden Order: HO)」 T. Park 氏は CeCoIn5 の Cd-doping 効果ついて報告し、
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disorder がこの系の量子臨界現象に多大な影響を及ぼす

ことを指摘した。K. Miyake 氏はいくつかの f 電子系化
合物で報告されている価数転移による量子臨界現象を
記述するための理論モデルについて紹介し、実験で報
告されている非フェルミ液体異常を再現できることを
報告した。他にも H. v. Löhneysen 氏による CeCu6-xAux 系、
及びフラストレーションをもつ CePdAl 系の量子臨界

現象の研究、J. Flouquet 氏による重い電子系物質で観
測される量子臨界現象のレビューを興味深く聴いた。
ウラン化合物を対象にしたセッションも開催され
た。石田憲二氏は超伝導を示す強磁性体 UCoGe に対

する NMR の結果を報告し、強磁性と超伝導が空間的
に共存していること、及び超伝導の起源は強磁性揺ら
ぎによるものであることを指摘した。井澤公一氏は熱
伝導率測定を用いた UPt3 の超伝導ギャップ構造の研

究について紹介し、その既約表現が E1u に属すること
を明らかにした。青木大氏は強磁性ウラン化合物にお
ける磁場誘起超伝導相の研究について報告した。
今回の会議では、残念ながら mSR 関係の発表は少
なく、私の知る限りポスター発表で数件見かけただけ
であった。しかし、全体的には多くの強相関系のトピッ
クについて勉強することができ、非常に有意義であっ
たと感じている。来年の SCES の開催地はフランスの
グルノーブルに決定された。それまでの研究の進展を
楽しみにすると同時に、私自身がよい成果を出せるよ
う頑張って行きたい。

会議風景
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謂ノンドープ超伝導である。最近、日本で再び銅酸化
物超伝導の研究を盛り上げようとする気運が高まり、

ICC-IMR Workshop（仙台）

高温超伝導フォーラム（URL: http://www.htsf.jp/）が
発足した。これからは、銅酸化物も鉄系も、超伝導の
メカニズムを解明するために、精密かつ詳細な研究が
行われていくだろう。

上智大学理工学部機能創造理工学科

足立

匡

ミュオンに関係する講演は 2 件あったので、それに

ついて報告する。M. Hiraishi らは、水素を置換した鉄
1111 系超伝導体 LaFeAs(O,H) における μSR の結果を

Dr. Tadashi Adachi

報告した。この物質は、水素による電子ドープでかな

Department of Engineering and Applied Science

り多くの電子キャリアを導入した結果、超伝導転移温

Faculty of Science and Technology
Sophia University

度 Tc が電子濃度に対して描く Tc ドームが過剰ドープ

域でさら 1 つ出現する特徴を持つ。M. Hiraishi らは、
ゼロ磁場 μSR 測定から、過剰ドープ域の Tc ドームが
消失する極過剰ドープ域で磁気相関が発達することを

ICC-IMR Workshop ‘Superconductivity Research

発見した。また、磁気転移温度は、電子ドープととも

Advanced by New Materials and Spectroscopies’

に増加するようである。すなわち、超伝導と競合する

日時：2013 年 7 月 23 日〜 25 日
場所：東北大学金属材料研究所（仙台市）

ように見える。電子をドープしない母物質で見られる
SDW 相との違いが大変興味深く、今後の研究の進展
が待たれる。

本 ICC-IMR ワークショップは、東北大金研国際共

筆者らのグループは、不純物を置換した鉄 11 系超

同研究センターが主催する超伝導に関する国際ワーク

伝導体 Fe1-y(Co,Ni,Zn)ySe0.3Te0.7 における μSR の結果を

ショップで、ここ数年は基本的に毎年開催されてい

報告した。不純物を置換することで磁気相関が著しく

る。近年、超伝導に特化した会議の数が減少する中で、 発達し、その発達の大きさが不純物の濃度や種類によ
超伝導の研究者にとって非常に重要な会議に位置づけ

って変わることを見出した。この結果、超伝導の電子

られている。本年は、国外からの 7 名の講演者を含む

対の形成には軌道のゆらぎが効いているか、あるいは、

36 名の招待講演者と一般参加者を含めて、総勢 100

電子対の形成にはスピンのゆらぎが効いているが、不

名を超える会議となった。筆者は、組織委員の一人と

純物が超伝導とは無関係なスピンゆらぎのみを選択的

して会議の運営をサポートした。なお、本ワークショ

にピン止めする可能性があることがわかった。

ップは日本中間子科学会の協賛をいただいた。組織委
員を代表して感謝申し上げたい。

また、電子型銅酸化物超伝導体に関する μSR の結果
も報告した。最近の電子型超伝導体の話題は、東京農

今年は、銅酸化物超伝導体や鉄系超伝導体などに対

工大と NTT のグループで発見された母物質でのノンド

して、X 線、中性子、ミュオン、光電子分光、STM

ープ超伝導である。本ワークショップでもこれに関す

などのスペクトロスコピーを切り口とした講演のみな

る複数の講演（M. Fujita、Y. Krockenberger、A. Fujimori、

らず、新物質の超伝導やトポロジカル超伝導などの講
演も含まれていた。筆者の印象に残ったのは、以前の
ワークショップに比べて非弾性 X 線散乱に関する講
演が増えた点である。非弾性 X 線散乱は、電荷励起

M. Ogata）が行われた。筆者らは、還元方法を工夫
す る こ と で、 今 ま で は 絶 縁 体 と 思 わ れ て い た Pr1.3La0.7CexCuO4 の x = 0.10 の単結晶で超伝導を発現させ

x

ることに成功した。この試料に対して μSR 測定を行

のみならず磁気励起も高いエネルギー領域まで調べら

った結果、超伝導が発現する試料でも低温で磁気相関

れる特徴があるが、実験技術の進歩が目覚ましく、理

の発達が見られたが、ミュオンスピン回転は観測され

論とともに発展している感じを受けた。それと、ここ

なかった。すなわ、低温で短距離のスピン秩序が形成

数年の鉄系超伝導ブームが一段落しつつあって、鉄系

されている可能性がある。この結果は、ノンドープ超

に関する成熟した実験・理論結果が報告されたととも

伝導を説明できる強い電子相関に基づくバンド描像と

に、銅酸化物に関する講演も再び増加する傾向があっ

コンシステントである。今後は、x = 0 の単結晶で超

た。顕著な例が、後述する電子型銅酸化物における所

伝導を発現させ、磁気相関を詳しく調べることが重要
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である。

に熱い議論がなされ、実り多い会議であったという声

今年の仙台は、例年よりも梅雨明けが遅く、期間中

を多くの参加者の方からいただいた。今後も、国内唯

は毎日天気が悪くて肌寒い日が続いた。南方から来ら

一？の超伝導に特化した会議として、継続されていく

れた方は、気温差が 10℃ くらいあって体調的にきつ

ことを期待するとともに、日本中間子科学会会員の多

かったようである。一方、連日、超伝導に関する非常

くの皆様にも参加していただければ幸甚である。

ワークショップ参加者による集合写真（東北大金研 2 号館講堂前にて）。
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自身の重量も 2 〜 300 キログラムある、結構大きなも

KEK サマーチャレンジ（つくば）

のである。
昨年から試薬を混ぜて銅酸化物高温超伝導体
（YBa2Cu3O7-δ）を作る、というテーマも加え、秋の「サ
マーチャレンジ秋のビーム演習」で、夏に自分たちで
作成した試料を、J-PARC MLF の DΩ—1 分光器で実
際に測定するという、かなり贅沢なプログラムになっ

KEK 物質構造科学研究所

小嶋 健児

た。今年は、J-PARC ライナックのアップグレードの
ため、秋のビーム演習は開催できないが、それでも試
料作りのテーマは残し、上智大の足立匡さんをティー

Dr. Kenji Kojima

チングスタッフに迎え、粉末 X 線回折や帯磁率測定

Institute of Materials Structure Science, KEK

など、物質合成後に行う標準的な品質評価測定を参加
学生たちに体験させた。ティーチングアシスタント

第 7 回 KEK サマーチャレンジ報告
（特にミュオン演習について）

陣も、KEK 物構研ミュオングループの平石雅俊さん、
宮崎正範さん、山内一宏さんが物性関連中心の指導を
し、KEK 素核研および東大・理研の神田総太郎さん、

2013 年 8 月 16 日〜 24 日、KEK つくばキャンパス

西村昇一郎さん、北村遼さんがミュオン検出器・解析

これは、学生の理科離れを憂慮した素粒子・原子核実

素核的両面を余す所なく反映した指導体制であった。

験系の研究者有志が 2006 年に始めたもので [2]、それ

最終日に各演習グループによる発表会があって、毎

内で「KEK サマーチャレンジ」が今年も開催された [1]。 ツールの使い方を指導するという、ミュオンの物性的・

以来、ほぼ毎年同じスタイルで学部 3 年生を対象に続

年その前の晩は必ず徹夜になるのだが、今年に関して

いており、今年は第 7 回目である。日本中間子科学会

は、宇宙線ミュオンスピン回転装置の事前テストにか

は「共催」というかたちで他のユーザー団体（高エネ

ける時間が取れず、また装置自身の老朽化もあって、

ルギー物理学研究者会議、原子核談話会、PF-UA）と

明け方までシンチの光漏れを学生自ら探して止める、

共にサマーチャレンジに参加している。4 年前の 2011

といった作業が発生してしまい、サマーチャレンジの

年に、それまで素粒子・原子核分野の講義・演習テー
マだけだったのを、KEK 物構研が中心に KEK サマー

校長の小沢さんが素核系 TA に「参加学生は大丈夫か？
倒れない程度に手加減してください。」とコメントす

チャレンジ「物質生命コース」を始め、学生定員：素

るほどのきつい演習になってしまった。それでもさす

核コース 90 名、物生コース 30 名で今回まで続いてい

がに学部 3 年生は若く、無事に演習をやり遂げた。こ

る。筆者が直接関係している演習課題「宇宙線を使っ

んな経験は大学の学生実験ではとても出来るものでは

たミュオンスピン回転」はこの物生コースにあり [3]、 なく、（かなり無茶であったが）サマーチャレンジな
今回で 4 回目の開催である。
この演習は、図 1 に

示すようなセットアッ
プを組み、宇宙線ミュ

(陽)電子

オンの寿命と（試料に

カウンター (T)

50 ガ ウ ス ぐ ら い の 磁

カウンター (D)

ある。試料と言っても

板材を厚さ 10 センチ

プラスチックシンチレータ

PMT

ストップ (D)

図 1： 宇宙線ミュオンスピン回転装置の概略図。
3 つのカウンターが「（T ＝鳴った）&（U ＝鳴った）&（D ＝鳴らない）」という条件で
ストップウォッチのスタートを押し、数マイクロ秒以内に（U ＝鳴った）または（D ＝

メートルぐらい積んだ

鳴った）と言う条件で、ストップウォッチのストップを押す。このような事象の時間分
布を記録するとミュオンの寿命の上に偏極由来のスピン回転成分が乗る。

もので、セットアップ
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1 メ ー ト ル × 0.7 メ ー
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らではの演習であった。交代で学生の指導に当たった

会であり、ミュオン演習をやらないのはもったいない、

ティーチングスタッフ・アシスタントの皆さん、お疲

という意見もある。演習内容は、過去 4 年でほぼ固まっ

れさまでした。

ているので、日本中間子科学会員の方で参加してくだ
さる方がいらっしゃれば、是非一報していただきたい。

さて、来年のサマーチャレンジであるが、ミュオン

切にお願いいたします。

演習に関しては、筆者はお休みにする予定である。夏
の 10 日間を KEK つくばに泊まり込みで費やすのは

[1] KEK サマーチャレンジのウェブページ：

の夏期工事作業と重なり、おそらく両立は無理であろ

[2] 開催趣旨書 http://ksc.kek.jp/shuisho.pdf

結構大変で、特に来年の夏は J-PARC の S ライン関係
う。一方で、ミュオンを若い世代に紹介する格好の機

http://ksc.kek.jp

[3] 演習課題一覧 http://ksc.kek.jp/ensyu.html

図 2：（左）参加学生と足立さん・平石さん。試料作成部屋にて。
（右）宇宙線ミュオンスピン回転装置の NIM ロジック配線中。
（下）参加学生とティーチングアシスタント・スタッフ一同。

66

「めそん」No.38, 2013 年

秋

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

結果の検討を行い、ハドロンホールの改修・安全体制

高エネルギー加速器研究機構

門野

良典

の見直しなど今後取られるべき具体策を J-PARC セン
ターとともにとりまとめつつある。今後はこの具体策
の第三者委員会による了承を経て J-PARC センターと

Prof. Ryosuke Kadono

して対応を開始するとともに、運転再開に向けて原子

Institute of Materials Structure Science, KEK

力規制委員会をはじめ関係機関・地元自治体・住民の
理解を得るべく鋭意努力が払われる予定である。
❖

1. 高エネ機構／物構研の動静
❖

ハドロンホールでの事故と今後の対応

平成 25 年度予算

国会での予算承認の遅れはあったものの、平成 25

年度の予算は J-PARC 内での調整を経てミュオンへの
経常経費 4.96 億円の配分が決し、ほぼ予定通り執行

既に報道および関係機関のウェブページ等による広

が始まっている。なお、今年度はこの運転（経常）経

報で周知のように、J-PARC ハドロン実験施設におい

費に加え、平成 24 年度補正予算（S ライン第 1 分岐

て、5 月 23 日に加速器電磁石の誤動作を端緒とした

までの建設費 6.05 億円、および回転標的（「MR 高度

実験ホール内での放射性物質汚染、およびその実験ホ

化」の一部）0.6 億円、さらに執行期限を迎える平成

ール外への漏洩という事故が発生し、5 月 24 日深夜

23 年度震災補正 10.6 億円の執行を終える必要があり、

以降 J-PARC の運転が全面的に停止された。この事故

職員は各機器の検討、仕様書策定、入札準備等の作業

では J-PARC 敷地外への放射性物質の有意な漏洩拡散

に追われている。

が起きていたにも関わらず、その事態掌握と関係機関

❖

への通報が大きく遅れたこと、また外部への放射性物
質の漏出が、実験ホールにおける放射線レベル上昇の

平成 26 年度概算要求

来 年 度 の 概 算 要 求 に つ い て は 5 月 に か け て KEK、

J-PARC センターによるとりまとめが行われ、LINAC

原因を空気の放射化によるという誤った推定に基づい

増強後のフル稼働を想定した運転経費、および H ラ

て排風ファンを動作させた、という人為的なミスによ

イン建設予算の初年度経費が文部科学省に提出された

るものだったことから、J-PARC 全体の安全体制に対

ていたが、それと相前後して前述のハドロホールの

する対外的な信頼を大きく損なう事態となり、社会的

事故が発生し、先行きが不透明な状況となっている。

にも厳しい批判の対象となっている。

KEK と文部科学省の間では再調整が行われている模

このような事態を承けて、J-PARC センターでは事

様であるが、現時点では方針も含めて詳細は明らかに

故の状況について法令に基づく報告を原子力規制委員

なっていない。

会に行うとともに、原因究明と再発防止、および安全

❖

学術会議「マスタープラン」関連の動き

体制の総点検とその再構築を目的としたさまざまな対

3 月に行われた第 22 期学術の大型施設計画・大規

応チームを立ち上げ、JAEA・KEK 執行部とも協力し

模研究計画に関するマスタープラン「学術大型研究計

て連日の作業を行っている。また、政府関係機関、地

画」の公募に対し、池田 J-PARC センター長を代表と

元自治体、および J-PARC 周辺の住民に対する説明の

して応募していた計画「高輝度中性子・ミュオンによ

機会を頻繁に設けるなど、情報開示にも努めている。

る物質・生命科学の新展開」については、科学者委員

既に J-PARC センターでは外部有識者による第三者

会・学術の大型研究計画検討分科会において、同分科

委員会（委員長：矢野）が設置され、その下に置かれ

会が定める学術大型研究計画（案）に内定したとの連

た作業部会（前述の対策チームを統括）から上げられ

絡を受けている。（なお、日本学術会議としての正式

た事故発生の状況、安全体制の問題点等に関する調査

決定は後日になる。）ただし、本計画はこれら大型計
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画のうち上位 30 計画を選ぶためのヒアリング対象に

しかしながら、前述のハドロンホール事故発生にとも

はならなかった模様であり、現在関係者が確認を急い

ない 5 月 24 日以降に予定されていた実験 15 課題が

でいる。

未実施となった。これらの課題については従来の取
り決めに従って有効期限の延長を行わないこととし、

2. ミュオン科学研究系の動静
前回の報告でも触れたように、ミュオン科学研究系

2013B 期の課題募集期間を延長することで再度の応募
を促す措置を取った（次項参照）。
❖

2013B 期ミュオン共同利用一般課題公募

2013B 期の一般課題については 5 月 17 日に公募が

のホームページ（http://msl.kek.jp/MSL_index.html）で
は，機構内の諸々の会議で行っている系の活動報告（2

開始され、6 月 7 日に〆切られる予定であったが、ハ

ヶ月毎に更新）を公開しており、半期に一度の「めそ

ドロン事故の発生がちょうど公募期間中であったこと

ん」紙上での報告に比べ、オンラインで最新の動静を

から、施設側では 2013A 期課題の過半が実施困難な

見ることが出来るようになっている。ここではそれら

情勢になりつつあることを考慮して急遽募集期間を延

を補足しつつ、まとめて報告する。

長し、最終的に 7 月 8 日まで応募を受け付けることと

2-1.
❖

ミュオン関係人事
研究・技術派遣社員の雇用

MuSAC・IAC 等でも強く指摘されているように（後

した。その結果、ミュオン共同利用課題だけで 30 件
を超える応募があり、2013B 期の予定運転日数が最
長でも 2 ヶ月程度であることから、前例のない高競争
率となっている。これらの申請課題は通常の手続きに

述）、ミュオン科学研究系では U ラインの建設に加

従って現在レフェリーによる評価が行われており、10

既に臨界点にある慢性的な人員不足により今後研究系

同分科会で審査され、採否が決定される予定である。

の運営が極めて困難な状況になると予想される。そこ

なお、ハドロンホール事故以降、J-PARC 全体の運

で本研究系では物構研所長の了解の下、節減した物件

転停止が続いており、本稿執筆時点（8 月上旬）にお

費を原資にして今年度より試行的に研究・技術職を専

いても依然として MLF も含めた再稼働の見通しは立

えて今年度からは S ラインの建設も始まることから、 月 7 日に予定されている MLF ミュオン課題審査部会・

門とした派遣会社からの研究員雇用を開始することと

っていない。従って、場合によっては 2013B 期採択

し、7 月時点で研究系職員 2 名（濱田幸司氏、李華氏）、 課題についても未実施に終わる可能性がゼロではない
および技術系職員 1 名（田部正人氏）の都合 3 名を雇

ことを念のために付記しておく。

用している。前者は主に共同利用実験の支援業務を行

❖

各種委員会委員の改選

ミュオン共同利用実験審査委員会（ミュオン PAC、

い、後者はミュオン生成回転標的開発の支援業務にあ
たっている。

物質構造科学研究所運営会議の下に設置）、物質・生

❖

命科学実験施設利用委員会（MLF 施設利用委員会）、

客員研究員
物構研客員研究員については、ミュオン科学関連と

して引き続き青木秀夫（客員教授、東大院理）、石田

およびミュオン課題審査部会（J-PARC センター MLF

施設利用委員会の下に設置）の委員任期は 2 年となっ

勝彦（客員教授、理研仁科セ）、髭本亘（客員准教授、 ており、今年度から新たなメンバーで活動が始まって
原研先端研）、内藤方夫氏（客員准教授、農工大）、和

いるので各委員会の名簿を掲げておく。

田智之氏（客員教授、理研）に委嘱することが運営会
議で認められ、4 月 1 日付けで発令された。

2-2.
❖

大学共同利用
共同利用実験の実施状況

2013A 期のビームタイムは 2012B 期の 3 月末終了
とともに切れ目なく開始され、D ラインにおいても（4

ミュオン共同利用実験審査委員会委員

（任期：平成 25 年 4 月 1 日〜平成 27 年 3 月 31 日）

青木 正治

大阪大学大学院理学研究科・准教授

旭 耕一郎

東京工業大学大学院理学系研究科・教授

網塚

北海道大学大学院理学研究院・教授

浩

新井 正敏
		

日本原子力研究開発機構 J-PARC センター
・MLF ディビジョン長

月半ばの加速器スタディによる停止期間を除き）5 月

金谷 利治

京都大学化学研究所・教授

第 4 週までに 10 件の一般課題、および 1 件のプロジ

久保 謙哉

国際基督教大学大学院アーツ・サイエンス

ェクト課題をほぼ予定通り実施することができた。
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小池 洋二

東北大学大学院工学研究科・教授

小堀

千葉大学大学院理学研究科・教授

野尻 浩之

東北大学 金属材料研究所・教授

菅原 洋子

北里大学理学研究科・教授

山崎 泰規

理化学研究所・上席研究員

常行 真司

東京大学大学院理学系研究科・教授

新井 正敏

日本原子力研究開発機構 J-PARC センター

野末 泰夫

大阪大学大学院理学研究科・教授

髭本

日本原子力研究開発機構先端基礎研究

荻津

センター・研究主幹

門野 良典

洋

亘

		

		

研究科・教授

		

・MLF ディビジョン長
透

KEK 超伝導低温工学センター・教授

KEK 物質構造科学研究所ミュオン科学

松田 恭幸

東京大学大学院総合文化研究科・准教授

		

研究系・教授／ J-PARC センター物質・生命

宮下 精二

東京大学大学院理学系研究科・教授

		

科学ディビジョンミュオンセクション

吉村 一良

京都大学大学院理学研究科・教授

瀬戸 秀紀

物質構造科学研究所・副所長

		

研究系・准教授／ J-PARC センター物質・生命

大友 季哉

物質構造科学研究所中性子科学研究系

		

科学ディビジョンミュオンセクション

		

・研究主幹

門野 良典
		
熊井 玲児
		
小関

忠

研究系・准教授／ J-PARC センター物質・生命

・研究主幹

		

科学ディビジョンミュオンセクション

物質構造科学研究所放射光科学第一研究系

研究系・教授／ J-PARC センター物質・生命

J-PARC センター加速器ディビジョン

		

科学ディビジョンミュオンセクションリーダー

物質構造科学研究所ミュオン科学研究系
・教授

（任期：平成 25 年 4 月 1 日〜平成 27 年 3 月 31 日）
ミュオン PAC 委員全員（兼務）および、

A. Drew

髭本

亘

日本原子力研究開発機構先端基礎研究
センター・研究主幹

（任期：平成 25 年 4 月 1 日〜平成 27 年 3 月 31 日）
卓

東北大学

金谷 利治

京都大学（委員長）

旭 耕一郎

東京工業大学

柴山 充弘

東京大学（委員長代理）

秋光

青山学院大学

純

J-PARC センター物質・生命科学ディビ

林

ジョン利用セクションリーダー

岩崎 雅彦

理化学研究所

小池 洋二

東北大学

永目 諭一郎 日本原子力研究開発機構先端基礎研究
		

ジョン・副ディビジョン長

佐藤

MLF ミュオン課題審査部会

		

		

J-PARC センター物質・生命科学ディビ

MLF 施設利用委員会

・准教授

崇

崇

物質構造科学研究所ミュオン科学研究系
・准教授

神山

加藤

		

下村 浩一郎 物質構造科学研究所ミュオン科学研究系
		

KEK 物質構造科学研究所ミュオン科学

		

（加速器研究施設加速器第一研究系・研究主幹）

		

三宅 康博

・研究主幹

		

小嶋 健児

下村 浩一郎 KEK 物質構造科学研究所ミュオン科学
		

・副ディビジョン長

		

KEK 物質構造科学研究所ミュオン科学

物質構造科学研究所ミュオン科学研究系

		
三宅 康博

小嶋 健児

眞琴

センター副センター長

杉山

University College London 教授

片岡 幹雄

奈良先端技術大学

杉山 正明

京都大学

山口 敏男

福岡大学

藤井 保彦

一般財団法人総合科学研究機構

新井 正敏

日本原子力研究開発機構

R. M. Macrae Marian University 准教授
MLF ミュオン実験装置部会

（任期：平成 25 年 4 月 1 日〜平成 27 年 3 月 31 日）

純

茨城県

（株）豊田中央研究所

旭 耕一郎

東京工業大学 大学院理工学研究科・教授

内海

渉

日本原子力研究開発機構

西田 信彦

豊田理化学研究所・常勤フェロー

加藤

崇

日本原子力研究開発機構

岩崎 雅彦

理化学研究所 仁科加速器研究センター

二川 正敏

日本原子力研究開発機構

・主任研究員

相澤 一也

日本原子力研究開発機構

久野 良孝

大阪大学 大学院理学研究科・教授

川北 至信

日本原子力研究開発機構

久保 謙哉

国際基督教大学大学院アーツ・サイエンス

瀬戸 秀紀

高エネルギー加速器研究機構
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神山 崇

高エネルギー加速器研究機構

ンを 30 keV に加速し、実験エリアまで輸送する静電

大友 季哉

高エネルギー加速器研究機構

光学系、および同ビームを用いてミュオン・スピン回

三宅 康博

高エネルギー加速器研究機構

転実験を行う分光器についても、ハドロン事故による

門野 良典

高エネルギー加速器研究機構

中断はあったものの設置作業は順次進行しており、ビ

伊藤 晋一

高エネルギー加速器研究機構

ームテストへ向けて準備が整いつつある。（図 2）

なお、MLF 施設利用委員会は CROSS が主催する「選
定委員会」と合同開催の形式を取っており、前者委員
を兼務していない下記の選定委員会委員は前者にオブ
ザーバーとして参加することが認められている。
赤井 俊雄

（株）三菱レーヨン

亀井 信一

奈良先端技術大学

岸本 直樹

物質・材料研究機構

高田 昌樹

理化学研究所

寺倉 清之

理化学研究所

中西 友子

東京大学

西島 和三

（株）持田製薬

福山 秀敏

東京理科大学

2-3.

図 1： MLF 第 2 実験室のレーザーハット内で組み立て・調
整中の大強度ライマン α 光レーザー発生装置。

MUSE 施設関係

本項目については三宅セクションリーダーから別途
より詳しい報告が行われるので、
ここでは手短に触れる。
❖

U ライン

U ライン下流では、超低速ミュオンビーム発生に向
けて静電光学系の設置およびミュオニウム共鳴イオン
化用大強度レーザーの調整が進んでいる（図 1）。こ
の うち、レーザーシステムについては、科研費・新
学術領域研究「超低速ミュオン顕微鏡」を原資として、
理化学研究所の大石裕協力研究員、宮崎洸治特別研究
員、斎藤徳人基幹研究所研究員、和田智之ユニットリ
ーダー、岩崎雅彦主任研究員らのグループにより準備

図 2： U ライン下流の実験エリアの様子 (5/28)。2 つの分岐
のうち左側が最初の超低速ミュオン引き出しに用いら

が進められてきたもので、大石、宮崎両氏が東海の現

れる。端部には分光器の一部が設置済みで、高圧ケー

地にほぼ常駐する体制で作業が行われていたが、ハド

ジの支柱に囲まれている。

ロンホール事故による施設の長期シャットダウンを承
けて一旦理研に移送し、本来のシステム構成で 12 月

❖

D ライン

までに最終調整まで終えた後に再度 J-PARC に持ち込

D ラインでは、平成 23 年度震災復旧補正予算によ

むことになった。なお、その間ミュオングループでは

りビームライン全体を更新する計画が進んでおり、予

中村、三宅を中心にレーザーシステムを格納するクリ

算執行期限が近づく中急ピッチで超伝導ソレノイドを

ーンルーム等の整備がほぼ完了し、真空紫外光の輸送・

はじめビームライン機器の設計・入札発注作業が進め

診断系やレーザー安全インターロック系など施設との

られている。超伝導ソレノイドについては、従来のコ

取り合い部分の調整が行われるのを待つだけの状態と

ールドボアを排して室温ボアでなおかつ大口径化する

なっている。

こととし、その他の電磁石についても将来より幅広い

一方、共鳴イオン化されて生成される超低速ミュオ
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されている。なお、今年度は更新のための機器の製作

い委員構成の下で開催され、様々な諮問内容について

が主なもので、実際の更新設置作業は来年夏以降とな

検討が行われた（図 3）。なお、新メンバーは以下の方々

る予定である。

である。

もう一つの大きな予定として、現在の DΩ1 分光器
を全面的にリプレースする計画が進んでいる。これ

網塚

は、新型検出器 Kalliope が稼働し、高密度陽電子検出

東

系の実戦配備に目処がついたことを承けてのもので、

杉山

純

豊田中央研究所

主席研究員

JAEA 先端研で用意されたヘルムホルツ磁石をベース

野末泰夫

大阪大学理学部

教授

F. Pratt

ISIS Muon Group,

にした分光器が 2013B に登場する予定である。
❖

S ライン

MLF 第 1 実験ホールでは、主に S ラインの電磁石
電源を想定した電源ヤードの設置工事が始まり、コン
クリート遮蔽体も受注業者が決まる等、S ライン建設
は順調に進んでいる。現在キッカー・セプタム電磁石
等のビームライン電磁石の設計作業が大詰めを迎えて
おり、近日中に入札が開始される予定である。
❖

浩
俊行

北海道大学理学研究院
理化学研究所

教授

主任研究員

		

Rutherford Appleton Laboratory

		

University of Groningen, Professor

		

Laboratory Head/Professor (Chair)

		

Simon Fraser University, Professor

K. Jungmann Kernfysisch Versneller Instituut,
E. Morenzoni Paul Scherrer Institute,
J.E. Sonier

Physics Department,

ミュオン生成回転標的
回転標的については、現在実機と同じものを用いた （なお、今回は都合により野末、Jungmann 両氏は欠席

回転部の耐久試験等が行われており、オフラインでの

となった。）

コミッショニングの最終段階にある。ただし、ハドロ
ンホールでの事故もあり、回転標的の導入にあたって
外部の専門家による安全性評価を行うこととなった。
評価のための委員会は MAC の下に置くこととし、年
内に開催することを目指して委員の人選、日程調整が
進んでいる。

3. イベント・会議
❖

ミュオン科学諮問委員会（MuSAC）・ミュオン
諮問委員会（MAC）

第 11 回（物構研主催となってからは第 4 回）と

なるミュオン科学諮問委員会 Muon Science Advisory

Committee (MuSAC) が 2 月 22 日、23 日 と 2 日 間 に
わたり KEK 東海キャンパスで開催された。この委員

会では、物質構造科学研究所長からの諮問を受けて
MUSE での研究活動、大学共同利用、施設運営などに
ついて毎年評価するとともに、今後ミュオン科学が目
指すべき方向についての助言・勧告が行われる。さら
に、上記を踏まえての MUSE 施設の運転・維持管理
などについては、J-PARC センター長からの諮問を受
けたミュオン諮問委員会（Muon Advisory Committee,
MAC）が助言・勧告を行うが、両委員会を同一メン

バーで合同開催することで、より実効性のある諮問委
員会としての役割を果たしている。今回は、前任委員
の任期満了に伴いメンバーを半数以上入れ替えた新し
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MuSAC/MAC メンバーを囲む MUSE 関係者。
図 3：（上）
（下）
委員会の様子。
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初日は、今回の諮問内容が山田物構研所長、および
池田 J-PARC センター長から MuSAC、MAC それぞれ

勧告 #1

に対して提示されるとともに、施設や装置開発を中心

IAC は、ミュオン実験施設の超低速ミュオンビー

としたセッションが行われた。はじめに池田センター

ムが持つユニークな潜在可能性を明確に確立するよう

長から J-PARC 全体について、および新井でビジョン

な、いくつかの新機軸を開く実験を注意深く検討する

長から物質・生命科学実験施設（MLF）についての現

ことを勧める。また、IAC は短期的にコミュニティー

状報告が行われた後、研究主幹から MUSE とそこで

がこれに専心するよう唱導することを支持する。

行われている大学共同利用研究について現況が報告さ

表面ミュオンビームライン（S ライン）は KEK から

れた。続いて、M2 トンネル内の整備、ミュオン生成

相当規模の補正予算を措置され、その第一分岐部で分

標的開発、U ラインの建設、D ライン μSR 分光器の

光器が利用可能になれば、時を置かずに研究プログラ

高度化を中心に、この 1 年間の進展についての報告が

ムを計画できるところまで来ている。これはミュオン

なされた。また、将来計画である S ラインと H ライ

利用者コミュニティーからは大いに歓迎されており、

ンについても、現在の検討状況が報告された。

将来より大きな利用者支援への需要を喚起することに

二日目は MUSE での研究活動の審査評価が中心に

なるだろう。さらに、東工大・細野教授による元素戦

行われ、現在実施中のプロジェクト型課題、S 型課題

略プロジェクトでは、希少元素や有害元素を用いない

各 1 件の報告、一次採択段階の S 型課題 2 件および

新たな機能材料の研究にマルチ・プローブによる評価

2012 年度に新たに提案された S 型課題 2 件について

を取り入れようとしており、KEK で提供される放射光・

の各実験課題責任者からの現状報告が行われた。

中性子・ミュオンビームの活用を目指している。

当日最後に MuSAC/MAC 委員長から答申の要約が

H ラインについては、基礎物理実験が準備されつつあ

提示されたが、その後 5 月中旬に最終報告書が物構研

り、第二段階の採択を得られるよう努力がなされている。

例年に従い発表資料とともに会議録として出版準備が

援を承けて、ミュオン実験施設は既存の D ラインでの

所長、および J-PARC センター長宛に提出されており、
行われている。以下に IAC の報告として提示された
要約を掲げておく。

KEK 執行部からのこのように大きな資金および支
強力な研究プログラムを維持しつつ、大きな一歩を踏
み出すことになった。既に MLF の論文出版のおよそ
15 % は D ラインからもたらされている。U ライン、S

ミュオン実験施設（IAC レポートより抜粋）

ラインが稼働し始める来年から再来年にかけて、研究
プログラムが急激に拡大することは最早明らかであろ

多大な労力と追加の予算措置により、昨年の夏期シ

う。一方で既に臨界点にある職員の不足は継続し、利

ャットダウン中、MLF 陽子ビームトンネル内にある

用者支援の確保は研究を実施する上での鍵となると予

４つのミュオン取り出し用開口部に先頭部のビームラ

想される。ミュオン実験施設の職員は、依然として施

イン機器が設置された。これは大きな前進であるとと

設建設の重荷を背負いつつ、より野心的な研究プログ

もに、将来の高放射化による作業者の被爆を最小限に

ラムを始めようとしている。IAC は、利用者支援の大

抑えるために必要 な措置であった。また、これは前回

幅な強化なしにこれらを両立することは困難であろう

の IAC における主要な勧告でもあった。大強度 U ラ

と懸念する。理想としては、ミュオン実験施設が利用

インは完成し、その試運転において、ミュオニウムレ

者の来訪・支援において MLF の運営体制の中に完全

ーザーイオン化法による高い強度の超低速ミュオンビ

に統合されることが必要であろう。長期的には CROSS

ーム生成を可能にする記録的なミュオン強度を実現し

のようなモデルがあるべき利用者運営の標準的な姿で

てみせた。文科省の科研費補助金による超低速ミュオ

ある。

ン発生システムは設置が進んでおり、2013 年度の早
い時期に稼働を開始することが見込まれる。これは大
きな進展であり、最先端の材料科学実験を実施する上

勧告 #2
新たな実験エリアが稼働し始めることから、ミュオ

で J-PARC がユニークな立場に置かれると期待される。

ン利用者に対する支援を用意するための新たな仕組み

この夏には超低速ミュオン施設のお披露目およびその

を考える必要がある。ミュオン実験施設が利用者の来

可能性の紹介を目的としたワークショップが計画され

訪・支援において MLF の運営体制の中に完全に統合

ている。

されることが求められる。
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❖

物構研サイエンスフェスタ・MSL シンポジウム

表記会議が 2013 年 3 月 14 日〜 15 日につくば国際

験施設における事故、およびそれに伴う J-PARC 全体
の運転停止により共同利用に支障が出ていることにつ

会議場を会場にして開催された。「サイエンスフェス

いてのおわびと現況報告がなされた。 次いで、施設

タ」と銘打たれたこのイベントは、昨年度まで個別に

報告として建設中の超低速ミュオンビームラインの進

開催されていた物構研シンポジウム、および研究施設

捗状況、D ラインでの希釈冷凍機など試料環境の整備、

毎のシンポジウムや研究会といった物構研関連の研究

従来より格段に高性能化した新型検出器 Kalliope の導

集会を出来るだけ合体させ、一時に（同時並行も含め） 入など、関連する機器の整備や技術開発の現状が報告
同じ場所で開催することで、会議運営に伴う事務・経

された。

費の節減を行うとともに、物構研の活動に関わる研究

成果報告会最初のセッションでは、計画中の H ラ

者が一堂に会することで、参加者には放射光・中性

インで提案されているミュオンの異常磁気モーメント

子・ミュオン各コミュニティーの境界を越えた交流を （“g-2”）を精密に測定するための検出器開発、超低速
促す、という一石二鳥を狙った初めての試みであった。 ミュオンのエネルギーの広がりをさらに改善するミュ
幸い、参加者の評判は概ね大変好評であり、次回以降

オニウム発生標的の開発など、ミュオンビームを用い

もこの形式での開催が継続される予定である。

た技術的な開発研究に関する成果を中心に発表が行わ

サイエンスフェスタでは、同時並行開催のミュオン

れた。

利用者向け研究会として「MSL シンポジウム」が企

ミュオンを利用した材料科学研究のセッションで

画され（図 4）、補正予算により一部の建設が始まる

は、負ミュオンによる非破壊元素分析の高度化、特に

S ライン、および今後の概算要求が予定されている H

微小試料を想定したテスト実験の結果などが報告され

ラインそれぞれで展開されるサイエンスを再確認する

た。 また、水素同位体としてのミュオン・ミュオニ

とともに、特に S ラインについては計画されている 4

ウム分光的な研究では、水素吸蔵物質での水素のダイ

つのビームエリアを具体的にどのように活用すべきか

ナミクス、リチウムイオン電池中のリチウム拡散の様

について、利用者も交えた活発な意見交換が行われた。 子など、「動き」の観測から材料評価を行う研究成果
も報告された。 その他、銅酸化物超伝導体や希土類
磁性体などの物性研究、さらにはガス中に負ミュオン
を照射してできるミュオン原子の形成起源を探る研究
など、
報告件数が全21件と過去最大の報告会となった。

図 4： 物 構 研 サ イ エ ン ス フ ェ ス タ 第 2 日 に 行 わ れ た
MSL シンポジウムの会場風景 (3/15)。

❖

第 4 回ミュオン共同利用成果報告会

2012 年度に実施されたミュオン共同利用実験の結
果を報告し合うとともに、利用者間の情報交換を兼ね

図 5： ミュオン共同利用成果報告会の会場風景 (6/6)。

た表記会合が 6 月 6 日、東海キャンパスにて開催され

た（図 5）。震災の影響を受けた前回とは異なり、今 （物構研ウェブページ「トピックス」：
回は 1 年間フル稼働した J-PARC MUSE で実施された http://imss.kek.jp/news/2013/topics/0611muse-repo/index.
32 件の一般課題、および 1 件のプロジェクト課題か

html

ら得られた成果についての発表が行われた。

プログラムへのリンク：

開会に際し、施設側からは直前に起きたハドロン実
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http://msl.kek.jp/result/User-report/User-report_13.html）
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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

(4) その他
冬の間、ISIS 壁面のアスベスト撤去工事の一環とし

Dr. Katsuhiko Ishida

て、Port 2 周辺の壁撤去および新設工事を行った。寒

RIKEN, Nishina Center for Accelerator-Based

気のためにいくつかの電源に支障をきたしたり、クレ

Science, RIKEN-RAL Brunch

ーンの使用が制限されるなど、利用者にはご不便をお
かけしたが、工事は 5 月までに無事終了した。
3 月には ARGUS 測定器の信号ディスクリレベルを

(1) 2013 年前期ビームタイム実施記録
2012/5 サイクル（2013 年 2 月 19 日～ 3 月 28 日）

❖

理研側ミュオン物性 8 課題を実施した。また μSR ス
ペクトロメーター検出器調整を実施した。
2013/1 サイクル（2013 年 5 月 14 日～ 6 月 13 日）

❖

理研側ミュオン物性 6 課題（内レーザー照射 μSR 実
験 1 件）、英国側ミュオン照射 2 課題を実施した。
2013/2 サイクル（2013 年 7 月 23 日～ 8 月 8 日）

❖

当初 7 月 9 日にサイクル開始の予定であったが加速器
トラブルによりサイクル開始が遅れた。このため 3 課

揃えるための検出器バイアス電圧調整を 6 年ぶりに行
った。おおむね前回からの変化は少なかったが、現在
192ch の信号の内、15ch が使用不能となっている。来
年度のシャットダウン中に壊れたフォトマルの交換を
予定している。5 月には、むきだしの設置環境などの
問題もあり故障の多かったフォトマルバイアス電源を
新しい高圧電源に交換し、専用ラック内に設置した。
この際に、8 本ずつの組となっていた高圧ケーブル用
プラグを一本ごとに分割し、フォトマルの交換が容易
に行えるようにした。様々な更新の影響で、現状では
キッカーノイズを以前より拾いやすくなっているが、
早期に対策の予定である。

題の実施を中止せざるを得なかった。理研側ミュオン
物性 3 課題、英国側ミュオン物性 2 課題を実施した。

(2) 第 10 回実験課題採択委員会 (ML-PAC)
第 10 回仁科加速器研究センター物質・生命科学実
験課題採択委員会を 2013 年 7 月 2 日、3 日に開催し、
ミュオン研究課題は 24 件が審査された。

(3) 2013 年度後半の ISIS ビームタイム予定
2013/3：2013 年 9 月 17 日 	～ 11 月 1 日（45 日）
2013/4：2013 年 11 月 19 日	～ 12 月 20 日（31 日）
2013/5：2014 年 2 月 11 日 	～ 3 月 28 日（45 日）
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日本原子力研究開発機構先端基礎研究センター報告

日本原子力研究開発機構
先端基礎研究センター

髭本

亘

Dr. Wataru Higemoto
Advanced Science Research Center, JAEA

原子力機構では、機構自体のあり方を巡っての議論
が進んでいる。平成 25 年 8 月 8 日の第 4 回日本原子
力研究開発機構改革本部会合において、日本原子力研
究開発機構改革の基本的とりまとめ（中間とりまとめ）
がなされ、改革に対する基本的な考え方が示された。
今後これに基づいた議論が行われることとなり、組織
改革が進むこととなる。
このような中、当グループでは以下の活動を行った。
1. J-PARC ミュオン施設において実験機器の整備を行
っている。今期は特に超低速ミュオン関連の機器整備
を進め、超低速ミュオンを用いた mSR 実験を行うた
めの基幹部分がほぼ構築された。今後引き続いて各機
器の準備を進めていく。それと共に U ラインの制御
系の構築と監視システム等の整備を行った。
2. 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における多極子および超伝
導酸化物の mSR 実験を行っている。また、BaTiO3 に
おける Shallow Muonium を発見し、プレス発表を行っ
た。現在研究は J-PARC の停止にともなって中断した
状態になっており、今後海外施設利用も含めて研究を
進めていく。
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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. Yasuhiro Miyake
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、前回は、大強度低速（表面）ミュオンを引き出す U ラインの建設が完了し、
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
7
（ 6.4 × 10 /s @ 212kW）強度を確認したことを報告した。本年度にはいって、新学術領域科学研究費

（鳥養領域代表）の枠組みで、超低速ミュオン顕微鏡実験装置の整備を進めており、高温の W 標的
を設置する Mu チャンバー、 30 keV 輸送系等の組み立て設置、 Mu をイオン化する為の固体レーザ
ーシステムの搬入、組み立て、設置作業を進めており、 5 月 27 日は、超低速ミュオンビームを取
り出すための放射線施設検査をうけるところまでに段取りができていた。しかしながら 5 月 23 日
のハドロン事故が起こり、施設検査の実地検証が未完のままで順延された状況ある。

1.

U ライン
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、高温に熱
したタングステン箔に打ち込む。次に、タングステン
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 ” のアラインメ
ント、設置がなされた。図 1 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 チャンバー、
30keV 輸送系、超低速ミュオン用 mSR 実験装置等が
組み立てられ、所定の位置にアラインメントされ、設
置された様子を示している。また、Mu をイオン化す
る為の固体レーザーシステムも理研の齊藤、大石等に
よって搬入、組み立て、設置作業を進められた。中村
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図 1：第 2 実験ホール U ラインレイアウト。
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等が中心になって、レーザー部会用の申請書を準備し、
4 月 1 日には、第 1 段階でのレーザー安全委員会の使
用許可をえて、レーザーのクリーンルーム内での立ち
上げの許可を得た。5 月 8 日には、第 2 段階でのレー
ザー安全委員会の使用許可をえて、レーザー光をク
リーンルームから、Mu チャンバーの設置されている
U1 エリアに取り出す為の強化をえた。更に、5 月 27
日は、超低速ミュオンビームを取り出すための放射線
施設検査をうけるところまでに段取りができていた。
しかしながら 5 月 23 日のハドロン事故が起こり、施
設検査の実地検証が未完のままで順延された状況ある
ことはご承知の事も多いのではないかと思います。

2. S ライン、H ライン整備計画
24 年度補正予算で第 1 実験ホールに展開する S ラ

インの S1 エリアまでの建設が認められた。四重極、
偏極電磁石、DC セパレータや、ゲートバルブ等のビ
ームラインコンポーネントの設計、製作が幸田を中心
に順調に進行し、8 月からは、電源ヤードの設置が開
始されている。図 2 は、第 1 実験ホールに設置する

電源ヤード、S ラインの遮蔽体をしめしている。図 2
の内挿図は、東側からの 3 次元模型図である。

3. 回転グラファイト標的
MUSE では、ミュオン標的として、20 mm 厚の円
板状のグラファイトを、周囲を冷却水により冷却する
エッジ冷却方式を用いた所謂、“ ミュオン固定標的 ”
を採用している。グラファイトと銅フレームの間に
チタン合金（2 mm 厚）の緩衝材をはさみこめむとい
う設計思想でより、耐久性の高い設計になっている。
これまで J-PARC 3GeV RCS から得られる陽子ビーム

図 2：第 1 実験ホールレイアウト。

強度は、たかだか 300 kW であったこともあり、2008
年以来、全く問題なく稼働し続けてきている。一方、
2013 年度の夏季には、LINIAC を 181 MeV から 400

MeV に大幅に改造し、RCS からの出力を当初のゴー

ルである 1 MW にまで出力を上げる作業が行われる。
1 MW の陽子ビーム強度の場合、固定標的では、半年

に 1 度程度の交換が必要になるという評価をえている
こともあり、照射面積を増やすことを目的として、回
転標的の開発を牧村を中心に行ってきた。9 月 19 日
に回転標的レヴユーを行い、もし、問題ないという答
申がなされた場合には、本年 12 月には、回転標的に
入れ替える予定である。
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課題募集情報

ミュオン施設プロポーザル募集予定

【J-PARC】
2013B 期の募集は終了しています。2014A 期の募集については、例年通りならば 10 月中旬から 11 月上旬の
期間に行われます。今後の課題募集の詳細につきましては下記ホームページでご確認ください。
http://j-parc.jp/researcher/MatLife/ja/applying/koubo.html

【理研 RAL ミュオン施設】
2013 年度の課題申請受付は終了しています。今後の課題募集の詳細については下記ホームページをご参照
いただくか、理研スタッフまでお問い合わせください。
http://nectar.nd.rl.uk/

【カナダ・TRIUMF】
TRIUMF では以下の 3 部門での実験課題募集を行っています。

・ Subatomic Physics Experiments Evaluation Committee (SAP-EEC) Process

・ Molecular & Materials Science Experiments Evaluation Committee (MMS-EEC) Process
・ Life Sciences Projects Evaluation Committee (LSPEC) Process
詳しくは下記ホームページでご確認ください。
http://www.triumf.ca/research-program/planning-experiments

【スイス・PSI】
例年 6 月 10 日と 12 月 10 日の〆切で装置群を分けて募集が行われます。申請には SmS Digital User Office (DUO)
への登録が必要です。募集の詳細については、下記ホームページでご確認ください。
http://lmu.web.psi.ch/facilities/next_call.html

http://www.psi.ch/useroffice/proposal-deadlines
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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

・日本中間子科学会インフォーマルミーティング開催のお知らせ
日本物理学会 2013 年秋季大会 徳島大学 常三島キャンパス EC 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
・日本中間子科学会インフォーマルミーティング（徳島大学

常三島キャンパス）

9 月 27 日（金） 17:30 〜 20:00 EC 会場
予定議題

・会長挨拶

		 ・議長・書記

選出

1. 報告事項
		 ・学会活動報告
		 ・委員会報告
・施設報告
		 ・プロジェクト報告
2. 審議事項
3. その他

「めそん」No.38, 2013 年

秋

79

お知らせ

本会に入会御希望の方、所属、電話番号等の連絡先に変更のある方、あるいは卒業等で登録を
抹消される方（この場合は指導教官等代理人も可）は、以下の会員登録変更届を事務局まで御送
付ください。
宛先：〒 319-1195

茨城県那珂郡東海村白方白根 2-4

日本原子力研究開発機構

先端基礎研究センター

重元素系固体物理研究グループ内

日本中間子科学会事務局

髭本亘

E-mail：jmeson-admin@ml.post.kek.jp
TEL:029-284-3873 FAX:029-282-5927

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”

杉山新会長のご指名で本号より

編集委員長の網塚先生からの御

編集長を務めることとなりまし

依頼により、2 回目の編集委員を仰

た。甚だ不安でしたが、多くの

せつかりました。前回の経験を活か

方々のご尽力のお陰で無事に発刊

して！と期待されましたが、ふたを

までたどり着くことができ、ほっ

開けてみると、ほぼ何もしていない

としております。ご執筆を快くお

状況で・・・。次号から頑張ります！

引き受け下さった著者の皆様、色々アイデアを出して

私事ですが、長い間お世話になった東北大を離れ、4

下さった小嶋さん始め施設の方々と編集委員の皆様、 月から上智大学理工学部機能創造理工学科に異動しま
編集長の心構えを伝授して下さった前任の渡邊さん、 した。私の上智大でのミッションは、ミュオンユーザー
そして一番大変な組版・発送作業を一手にこなして下

を拡大することとともに、J-PARC でのミュオンヘビー

さった市村さんに心より感謝いたします。めそんは今

ユーザーになることと理解しています。早速、同学科の

年で 19 歳。歴代の編集部の方々とコミュニティの皆

先生に松江の超低速国際会議に参加していただき、大変

さんが愛情をそそいで大切に育ててこられた愛娘（息

嬉しい限りです。しかし、某研究施設の成果報告会でこ

子？）をお預かりするような心境です。来年は二十歳

の成果をお知らせした際、編集委員長に「中間子科学会

を迎えますので、何か記念となる特集を組んでお祝い

の会員になって頂いて初めて成功と言える！」との檄を

できればと思っております。よいアイデアがございま

いただき、詰めの甘さを痛感した次第です（>_<）

したらぜひご一報ください。
よろしくお願いいたします。

今後も、J-PARC、RIKEN-RAL、PSI をフル活用し、

（北海道大学：網塚 浩） TRIUMF にも新たに挑戦し、ミュオン実験を展開して
Hiroshi Amitsuka

きたいと思います。同時に、中間子若手の会の活動を
何とか形にしないと・・・

（上智大学：足立 匡）
Tadashi Adachi

このたび、めそん編集委員を仰

今号より「めそん」の編集委員

せつかりました大阪大学の青木正

を務めさせていただく二宮和彦と

治です。専門分野は高エネルギー

申します。私は多くの会員の皆様

物理・素粒子実験です。博士課程

とはバックグラウンドが異なり、

在学中や KEK 在任中は、ミュオ

化学、それも放射化学という分析

ンの偏極度を μSR の手法で計測
することによって、素粒子の標準理論を超えた新し

化学と無機化学の間に位置する分
野の出身です
（古巣に帰ったので今の所属もそうです）
。

い物理を探索する実験を行っていました。現在は、J-

本誌でも何度か記事を書く機会をいただきましたが、

PARC RCS からのパルス陽子ビームを活かしてミュオ

ミュオンの研究では負ミュオンを使って、ミュオン原子

ン電子転換過程を探索する実験、DeeMe、の実現に向

形成過程や元素分析法開発といった研究をしており、こ

けて奮闘努力しております。高エネルギー物理・素粒

れまた多くの会員の皆様にはなじみのない研究だと思

子実験分野に所属しながらも実験技術のコアはミュオ

います。ちなみに放射化学のフィールドでは、この研究

ンという、境界領域的な不思議な分野で研究していま

は超がつくほどマイナー分野です。このようなマイナー

す。H ラインは DeeMe 実験にとって重要なビームラ

路線一直線の私が本誌の編集委員を務めるのは恐縮な

インであり、H ライン実現を心から望んでいるユーザ

のですが、仲間を求めて色々な分野を渡り歩いている

の一人です。皆様どうぞ宜しくお願いいたします。

経験を生かして、一風変わった話題を提供することで、

（大阪大学：青木 正治） 会員の皆様に面白いと感じていただき、さらにはミュオ
Masaharu Aoki

ンを使った新規の研究分野の発展に寄与できればたい
へん幸いです。皆様どうぞよろしくお願いいたします。

（大阪大学：二宮 和彦）
Ninomiya Kazuhiko
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