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物性 専門委員会議事録

お よび軟 X線分光学に立脚す る分野に大別 され る｡ 日本では物性研 が原子核研 究所 の協力 を得
て SOR(
0.
4Ge
V )装置 によるパイオニアワー クを行 って来 たが, これ は主 として b)
の面 で
の研究 が中心 であった｡一方, KEK に建設 された放射光施設 (2
.
5Ge
V, PFと略す )は a)
,
b)に加 えて C) リソグラフィ等 に代表 され る応用技術 を加 えた総合的な 3本柱 か ら成 り立 っ

てい る｡
現在計画 され , 提案 され てい る放射光装置 もまたこの 3本柱 と結びついてい る｡ a)の分野
では 6‑ 8GeV級施設 (現在 PFにあるAR華 設の改造

関西 SR等 )が計画 されてお り,b)

の分野では 1Ge
V級施設 (物性研 専用施 設 )が要求 され てい る｡また C)の分野では数百 MeV
程度 の施設が要望 され てい る｡
このように物性研 SORか らPF建設 までを放射光科学の第一期 とす るな らば, 現在 は第 2期
に入 り,分極化 の傾 向にあ るといえよ う｡そ して研究集 団 の特殊性に応 じて,各分野 において
も複数 の施設 が要望 され , 地 域的バ ランスを主張す る声 も高い｡
しか しなが ら限 られ た国家予算 の有効投資 とい う見地 か らすれ ば これ らの既に十指近い要求
がある程度整理 され るべ きものであろ う事 も明 らかであ る｡物性物理学の立場で見れば a),

b)の両面か ら学問的検討 を深 める と同時 に全国的視野に立った施設のあ り方が議論 され るべ
きであ り,結論 を得 るには若干の 日時 を要す るであろ う｡

6. ミュー オン物性 (加速器 )の現状 と問題点
ミュー オンは原子核 と電子 が主役 であ る物性研究対象物 質 中において例外的 に比較的 長い寿
命 をもつ異種 の物 質 である. しか も質量が陽子 と電子 の中間に くる とい う性 質 か らユ ニ 丁 ク
な物性 を作 り出 し, あ るいは興味 あるテス トプローブ とな る｡ 日本 ではこれ まで KEK におけ
る中間子科学実験施設 (UT‑MSL/BOOM)が世界 の一 つ のセ ンター としての役割 りをは
た して来た｡ これがパルス中性子 グルー プと協力 してジェ ミニ計画 を立案す るに至った原動力
となってい るが,す でにのべ たよ うに目下大ノ
､ドロン計画 との ドッキング作業 が行われている｡
その案 が完成す るのを待 って計画 の推進 を計 りたい｡なお他大学で もミューオン科学の物性研
究 に対 す る応岡が計画され ているよ うで あるが当面は上記の計画 を推進す るのが有効で あろ う
と考 えられ る｡

昭和 61年 11月 13日

物性研究 における大型施設の将来 計画 について
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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 )において, ワー キンググ/
レ‑ プ結成 の経過お よび検討すべ き

1
)
中性子物性 (原子 炉 ), (
2)
パルス中性子物性 (加速器 ), (
3)
放射光物性 (加
大型施設 と して (
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 してこれ らの諸 問
速器 )お よび (

題 にお け る現状分析 が行 われ,(
1)
について 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/､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 6月 の時点 では まだ討議 に必要な資料が充分ではな く, 日本各地
しか しなが ら(
でい くつ かの案 が個々に浮上 しつつ ある状態 であったので討議の収 束 には至 らなかった｡そ こ

0日, お よび 11月 12日の 2回主 として放射光 に関す る問題点
で本 ワーキ ンググルー プは 9月 1
にっ いて集中的に討 議を重ね, 今後の あ り方 について意見の集約 を行 った｡
2. 放射光物性研究 のあ り方について

放射光物性研究 には 2つの角度があ る｡ それ は

(
a
) 高輝度 X線 の利 用に よる構造解 析お よび ダイナ ミクス

㈲

高輝度

VUV の利用 による分光学

であ る｡高エネル ギー研究所 の放射光 は主 として(
a
)を,東京大学物 性研究所の SOR‑RING
は主 として(
b
)を目標 としてお り,それぞれ の分野で実績 を上 げっっあ る｡一方社会 的ニーズ か
ら見 ると リソグラフィー等 を典 型例 とす る工業的応用面 か らも広 い期待があ り,既に複数 のマ
シンが稼動 している｡ これ らの各分野 においてはいずれ も利用者層 の急速 な広が りが見込 まれ,
また研究遂行の便利 さを重 視 した意見 として複数 のマシ ンを複数 の地域 に との要望 も強い｡ こ
のよ うな現状 をふ まえてわれ われの ワー キンググルー プ としてはつ ぎのよ うな整理 を行 った｡

(
1
)物性 研究 の立場か ら見て上記(
a
)
,(
b
)t
ま共 に同程度 の比重 をもつ重 要研究 であ り, 双方平
行 してマシン,研究態勢 の両面か ら整備,拡 充が行 われ る必要が ある｡
(
2) 既に文部省, お よび科 学技術庁 では独 自に新放射光施設 の建設 にっいて調査

研究 が始

められ ているがわれわれ として は下記 の諸点 にっいて特 に物 性物理学 の立場 か ら更に突 っ
込 んだ現状, 分析 と情 報の収集 を計 る必要が あ る｡

,(
b
)あるいは必要があればそれ 以外 の分野にっいて最適マシ ンは何か,そ して
(
@ 上記(
a
)
‑1
311
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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
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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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