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物性専 門委員会議事録

そ の設計,建設, 運営 の見通 しは ど うか｡

伊 新 マ シ ンが出来 た場合, 遠い将来 は ともか く, 5‑ 10年 をメ ドにす れば どの よ うな研
究課 題, あるい は研究 の方向があ り, 学問的到達度 は どの程度 と見込 め るの か｡

(
T
)

日本 全体 を通 して見 て上記 (
a
)
,(
b
)に対応 す るユーザー, す なわ ち研究者集 団は具 体的

に どの程度 にな り, どんな分布 をす るのか｡ そ して もし複数 のマ シ ンが実現 した場 合
ユーザ ー の流 れは どのよ うにな るのか ｡なお, これ に関連 して現 在稼動 中の各 マ シ ンに
対 す るユー ザーの提案課題 に対 して採択率, 充足率 は どの程度 であ るかな ど も知 る必 要
があ る｡
これ らにつ いて の理解 を深 めるために当 ワーキンググルー プと しては適 当な機会 にヒア リン
グ, あ るいは実地調 査 の形で情報 を収集す る必要が ある との点で意 見 が一致 した｡

昭和 62年 2月 24日

物性 研究 におけ る大型施設の将来計画 について
‑中間報告

そ の 3‑
日本学術会議物 理学研究連絡 委員会
物性 関係大型施設計 画 ワー キ ンググルー プ

1. 緒言
前回 の中間報告 (6月 18日付お よび 11月 13日付 )において, ワー キ ンググルー プ活動 の経

1
)
中性子物性 (原子炉 ),(
2)
パルス中性子物 性 (加速器 ),
過お よび検 討すべ き大型施設 として (
(
3)
放射 光物性 (加 速器 )お よび (
4)ミュオ ン物性 (加速器 )が と りあげ られ た事 を報告 した｡そ

して (
1)
にっいては 目下建 設中 の 日本原子力研究所改三号 炉の有 効利用 を優先すべ き事, そ して
米国 オーク リッジの新計画 に充 分の配慮 をは らうべ き事 が指摘 され た｡ また(
2)
および(
4)
につい
ては大型 ノ､ドロン計画 との協 力に よる実現 が望 ま しい との結 論に至 った｡

3)
について は まだ討 議 に必 要な資料 が充分ではな く,日本各地 でい くつ かの案
しか しなが ら(
0日,および 11月 12
が個 々に浮上 しつつあ る状態 で あった ので本 ワー キン ググループは 9月 1
日の 2回主 として放射光 に関す る問題 点 につ いて集 中的 に討議 を重 ね,そ してこれ らを11月 2
4
日,物 研 連 に報 告 し,寄 せ られ た多 くの意見 をも とに放射光物性研 究 のあ り方 にっいて 日本各
地 で具 体的 な計 画 が立案 されつつあ るものについて ヒア リング を行 う事 とした｡本中間報告で
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はこれ につ いての結果,お よび昭和 62年 2月 23日に行 われた議論 を合せて報告す る｡
2. 放射光諸計画 の ヒア リング

2月 24日, これまで正式 に名乗 りをあげている (
1
)
東京大学物性研究
ヒア リングは昭和 61年 1
所, 高エネル ギー物 理学研究所共同の新型光源計画 (VUV,説明者石井武比古 ), (
2)
関西 S

R計画 (高輝度 SR専用光源,説明者 三井利夫 ),(
3
)
広島大学放射光利用研究セ ンター (Hi
So又,.説明者 小村幸友 )にっいて行 われた｡これ以外 にも高エネル ギー物理学研究所 の将来
計画, お よび東北大学 における計画 も立案中 との事であるが まだ具体的な形 で提出 されていな
いので今回は省略 した｡なお本件については専門家 を臨時委員に加 える必要が ある と判断 され
たので高エネル ギー物 理学研究所 の小早川久氏にも出席 を依頼 した｡
ヒア リングで の議論は上記 の番 号順につ ぎのよ うにま とめられ る｡
(
1) VUVは放射光 を用いた物性研究 の 2本柱 の一つであ りいわゆる分光学 の伝統 に沿った

極 めて重要な ものである｡ この分野における日本の中心 はこれまで東京大学物性研究所 にあっ
て将来 ともこれ を強化充実 して行 くのは自然 であ り｡必要な ことである｡電子エネルギーは 1

GeV程度 で世 界的 な三一ズの現状 とも合 ってお り,
意図 されている低 エ ミッンス リング,お
よび これ に適合 した測定系 の建設計画 も妥当な もの と判断 され る｡予算 は 1
0‑1
3個 の挿入型
光源数 を含 めて約 5
0億円 (
建物 は別)であ り,今 日の放射光諸計画の中ではむ しろ小型 のもの
である｡ユーザーの層 も厚 く,学問的重要性 も高 い｡世界的な競合 関係 をも考慮す ると早い時
期 に実現 され るべきものと判断 され る｡

(
2) 関西 SR計画 は電子エネルギー 6‑8GeVで,建物 を含 めて 500‑600億 円の予算 を
要す る大型計画 である｡研究の主 な目的は高輝度 X線 による構造解析 および関連 したダイナ ミ
クスの解明にあ り,応用範 囲 は単 に物性物理学 に止 らず,結晶学,化学, 生物学, さらには工
学面のニーズ も大 きく, ユーザーの層 も厚 い｡その意味 では非常 に多 くの期 待 を持 たれてい る
計画 である｡
しか しながら問題 は建設にあたって極 めて高度 の技術 を要求 されることで あ り, 低エ ミッタ
ンス を得 るための精度 を実現す るた めに もまだ解 決され るべ き多 く̲
の問題が存在する｡そ してそ
その解決に あたっては全 日本的 な技術の結集 が必要で,単に現在 の関西 における研究者集団だ
けでは解決が困難 と思 われ る｡ この問題 で目下計画 の進行が文部省,お よび科学技術庁 との間
で しっ くりゆかぬ面 もあ り, このよ うな事 では非常 に困 る｡ またこの間題 はそ の大 型 さの故 に
高エネル ギー物理 学研究所 の将来計画 ともか らんでお り, 日本の どこに作 るべきか との議論 も
さらにっ める必要がある｡ しかしこの分野 でのニーズは大 き く,関西 のよ うなこれ まで とは異
った地域 に作 るべ きであるとい う議論 も無視出来 ない｡

‑
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(
3) 広島の計画 は強い地 域性 を前提 とした計画で,建物 を含 めて約 8
0億円,電子エネル ギー

.
5GeVの シンクロトロンを用いるものである｡コンパ ク トな ものを比較的短時 間 に作 ると
約1
い う事 を主眼としてお り, マ シン建設その ものに技術的困難 は見 られ ないが,広島におけ る現
有 の研究者層 のみでは手不足 な事 は明 らかで,完成後 も他地区 との協同研究 を伸 ば さないとそ
の有効利用 を達成す るには不満が残 ろう｡ しか し計画 そのものは手堅 く, このよ うなマシ ンが
日本 に複数個存在す るとい うのが 日本 の将来 にとって有意義 であることは疑 いない｡
3. 今後 の課題

ヒア リングの結果 から今後対応すべ き問題 として新計画 の建設技術 に関す る諸問題,地 域間
題 が具体的 な形 としてとらえられた｡これ らについては各省庁 を離れた立場で議論出来 る物理学研
究連絡委員会 としてのあ り方の重要性が指摘 され た｡そして引っづ き今後,この問題 について
議論 を深 めて行 く事 となった｡
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