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第 15回　総研大･ KEK 夏期実習の報告

放射光科学第二研究系　足立伸一

　今年も夏期シャットダウン前の �月 ��日～ ��日の �日
間，総研大･ ���夏期実習が開催されました。この夏期
実習は，主に大学院生及び学部高学年の学生，または民間
企業等の若手研究者を対象として，加速器実験の現場に触
れ，また素粒子原子核，物質構造科学の実験及び加速器科
学の実験を自らの手で行うことによって，高エネルギー加
速器が拓く新分野を体験し，理解し，楽しんでいただくこ
とを目的としています。本年度の参加者数は ��名で，内
訳は学部 �年生 �名，学部 �年生 ��名，修士 �年生 ��名，
修士 �年生 �名，博士後期 �年生 �名，博士後期 �年生 �名，
博士後期 �年生１名，研究生 �名，社会人 �名でした。
　第 �日目に，放射線安全講習会，ガイダンス，���・総
研大の紹介が行われ，それに引き続いて共通講義が行われ
ました。共通講義は �つの講義から参加者が自由選択する
方式になっており，���各研究部門を代表して，以下の
�つの講義が行われました。
・素粒子物理学の現状と展望（素核研・小林　誠教授）
・m��法による磁性・超伝導研究の最前線
　　　（物構研・門野良典教授）
・リニアコライダー加速器開発の現状と展望
　　　（加速器研究施設・浦川順治教授）

　第 �日目にはテーマごとに分かれて実習が行われまし
た。素粒子原子核実習，物質構造科学実習，加速器科学実
習のうち，物質構造科学実習のテーマは以下の �コースで
した。
・���中のリン原子軟Ｘ線吸収による鎖切断の検出
　　　（担当：小林，宇佐美）
・蛋白質Ｘ線結晶構造解析（五十嵐，松垣，加藤，若槻）
・光電子分光で探る物質のバンド構造（小野，久保田）
・円偏光を利用した軟Ｘ内殻磁気円二色性（小出）
・粉末回折を極める�その �（澤，若林）
・パルスＸ線を使ったＸ線回折実験（足立，河田）
・ダイヤモンド・アンビル・セルによる超高圧下回折実
験（亀卦川）

・m��（ミュオンスピン回転）法による物性研究
　　（門野，西山，大石）
・中性子非弾性散乱による水素のハーモニックポテンシ
ャルの直接観測（伊藤）

　第 �日目は，午前中に実習の続きと，テーマによって
は報告会などが行われ，午後には全体で �班に分かれて
���内の各研究施設の見学を行いました。放射光関係で

は，��（見学対応：間瀬）と �����（見学対応：足立）
が見学場所となりました。
　最終日に行った参加者のアンケート集計によると，実習
については，理解度，進め方，時間について ���以上の
参加者が満足し適切だったと回答しました。共通講義につ
いても理解できた（���），内容について満足（����）と
非常に好評でした。昨年度から導入した �つの共通講義か
らの自由選択形式が定着したことを示すと共に，本年度の
共通講義の講師の方々が非常にわかりやすい講義をしてく
ださったことが，今回好評であった最大の要因であると思
われます。最終日の施設見学については時間が適切（���），
内容に満足（���）とのアンケート結果となりました。
　今年度は ��名もの参加者を迎えることができ，また参
加者の方の反応もおおむね好評だったようです。来年度も
夏期実習が開催される予定です。本年度の経験に基づいて
さらに魅力のある講義，実習を企画いたしますので，ぜひ
多くの方の参加を期待しております。また，これをお読み
になった大学教員の方々は，ぜひ学生の皆さんに勧めてい
ただければ幸いです。最後に，夏期実習にご協力いただい
た ��スタッフの皆さんに感謝したします。

�����での夏期実習風景
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研究会等の報告／予定
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研究会等の報告／予定


