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スウェーデン･西独におけるスモールサイエンスの見聞
Small Science in Sweden and West Germany
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遠目に見ると,良く見えるのが物事の常であるが,日
本国内より,西欧を眺めると,手塩にかけた実験技術を

進めていることなど.研究室を案内してもらうときに,

学科の工作室に立ち寄った.工作室の木製の床が,大変

駆使して,腰を据えて研究を続ける研究者が多いように

きれいに掃除されているのが印象的であった.工作室の

見受けられる.これは,地理的距離が遠いことにより,

片隅で実験部品を手作りしているのを,一つずつ見せて

際だった特徴のあるものが選択的に,我々の目に触れる

くれる.｢ほとんどの部品は学内の工作施設でこなしてい

ためもあるのかも知れない.公刊された論文などを読ん

る.時間が結構かかるんだ.｣などといっていた.外注品

で個性のある研究を行っている印象をかねてより受けて

や既成品を組み立てて実験することが,多くなっている

いたスウェーデン･西独の研究室の幾つかを昭和61年の

今の日本からみると,自分の学生のころを思い出す話で

年末,訪問した.行き先は単独研究室で起承転結が完結

あった.大学院の学生の一人は,生研の真空物理グルー

するような小規模研究を行っているところを,主として

プの事跡に通じており,最近の我々の状況に質問があっ

回ってきた.

た.遠国の若い人々に関心をもたれるのは嬉しいもので

訪問先は,スウェーデンのChalmers大学,西独では

ある.

Jtilich原子核研究所･ Garchingプラズマ研究所, Erlan一

同じ学科でもう一ヶ所の訪問先であるAndersson教授

gen‑Niirnberg大学･Philips大学であり, 9人の教授と20

の実験室も生研の1単位の実験室とほぼ同じ位の面積の

名以上の研究者に面会し,おのおのの研究室の様子を見

部屋をいくつか占有していた.各部屋に一つの実験装置

聞した.季節はちょうど,クリスマスを数週間後に控え

を配しているため,簡素でゆとりのある感じである.高

た年の瀬であり,町はクリスマスのイルミネーションで

分解能電子分光法の実験では,いずこも磁気遮蔽と電磁

飾られた広場の市が賑わい,日本の歳末の松飾りやシメ

雑音の除去に苦労しており,生研における我々の工夫と

耗売りのように,街角に礎の木売りが,木の枝をつみあ

同じレベルの工夫が随所に見られた.電子分光の研究と

げていた.訪問先の人々が,自分の仕事場に落ち着き,

国際会議などで出張していないこの季節は,研究室訪問
と言う点では誠に好適であった.
最初の訪問先であるChalmers工科大学は,スウェーデ
ン第二の都市G8teborgにある学生数5,500名程度の工科

大学である.ここでの訪問先は,物理学科のB.Kasemo
教授とS. Andersson教授である. Kasemo教授は,金属

表面への気体吸着に伴う発光現象の研究で,またAnder‑

sson教授は,固体表面の電子分光や低速分子線の実験で

著名な研究者である.実験系の研究室は,どこでも似た

ようなところがあり,実験データを現在測定中の装置の
周辺に製作途上の装置が並んでいる.研究室は教授, 1
‑2名の博士研究員, 5‑6名の大学院学生で構成され
ていた. Kasemo教授とは,彼が計画中の装置の一部が,

筆者の研究室で製作したものと同じであることから,請
が弾んだ.吸着発光も20年来のテーマであること,多光

子共鳴イオン化嘩用いた分子線散乱実験の準備の具合を
*東京大学生産技術研究所

第1部

ア‑へンの教会の前. JiilichのKFAから車で1時間弱の

屋巨離にある
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並行して,最近始められた分子線の実験装置はAnders･

的に最も歴史と実績のある研究室であるだけに,装置の

son教授の自慢のもののようで隅から隅まで説明してく

設計と製作については試行錯誤の積み重ねの重みがあっ

れた.分子線実験装置といえば巨大な拡散ポンプを並べ

た.高分解能低速電子分光法の現状についてIbacb教授

て構成するものと思っていたが,このあとで巡った各所

としばし懇談したが,装置の性能を最大限に発拝させる

の分子線実験装置もほとんどがターボ分子ポンプを用い

ような研究トピックスを常に追い求める姿勢には感心し

たコンパクトな設計に変わっており第2世代の分子線実

た.翌朝も,宿の主人がわたりをつけてくれたJtilich研究

験装置への移行が進行していることをうかがわせた.

所の職員の車に便乗し, KFAに出かける.この日は,ヘ

午後の3時になると暗くなるG8teborgを離れ,次に訪

リウム分子線散乱の実験を行っているComsa教授が訪

問したのは西独のJtilich原子核研究所である.ここは,ケ

問先である.出発前に, Comsa教授に出した手紙の返事

ルンとア‑ヘンの中間にある田舎町で主な産業が砂糖大

がなく,再三問い合わせたのであるが, Comsa教授に

根の製糖という農場地帯である.ここで訪問したのは

会ってみると｢ワシはすぐ返事を出した｣とのことで

Jtilich原子核研究所内の界面･真空研究所(lGV)とトカ

ちょっと,具合の悪い状況になる. (手紙はどこをめぐっ

マク実験施設である. IGVでは,偏極低速電子線を用いた

てきたのか,日本に戻ってから1週間ほどしてから配達

表面の研究を行っているKirchner博士,高分解能低速電

されてきた.確かにすぐ返事を出していた.)研究員の

子光法の大御所であるIbach教授,分子線散乱による表

David博士や博士課程の学生に案内されて研究の状況を

面の研究を進めているComsa教授の3名を訪問した.こ

見学する.分子線散乱の実験は,ヘリウム回折の研究と

の研究所に滞在する日本人研究者も多く,今回の訪問の

反応性表面散乱の研究が主たる内容であった.液体ヘリ

際も二三の方々に大変御世話になった.

ウム冷却のノズルビーム源,磁気軸受使用の分子線

ドイツにおいては,教授ポストはわずかである. IGV

チョッパー,質量分析計を内部で回転させる大型超高真

ち,数名の教授による強いリーダーシップのもとに運営

空容器の3つが特徴である.また,試料の白金単結晶の

がなされているようで,各教授の下で2‑3名の若手博

プリバレーション設備も充実していた.単結晶表面の原

士研究員と大学院学生により,特定の研究題目にエネル

子欠陥の評価として,このグループの分子線法による研

ギーを集中して研究が進められている.また,実験機器

究は世界的にも高く評価されており,最新の成果を興味

の開発は,技術職員の担っている部分が大変大きい.最

深く聞かせてもらった.磁気軸受の研究と関連して,こ

初に訪れたKircbner博士は年長の博士研究員で,ポスト

の研究グループは,高真空領域の圧力計測器として評価

ドク研究,留学生,大学院生など総勢5名ぐらいで仕事

の高いspinning rotar真空計の開発でも有名である.担

を進めている.所属はIbach教授のグループであるが,独

当のFlemery博士の小実験室で試作品と校正装置を見学

立した研究単位を構成している.偏極電子線の実験が専

した.この日,研究所の食堂で,ランチを食べていると,

門であり,表面での低速電子線回折を利用した偏極分析

東大工学部のB氏に出会う.翌日ミュンヘンに行く前に,

器の研究を進めていた.電子源の方は,ガリウムひ素結

彼が出張してきている材料研究用トカマク装置(TEX‑

晶表面からの光電子を用いた在来のものであり,すでに

TOR)の見学にいくことになる.TEXTORはちょうど改

研究の対象ではない模様である.実用的な電子源として

造の時期にあたり,トーラスを二分していた.技術部が

重要な寿命に関しては,表面からの脱離によるセシウム

確立されており,テクニシャンと研究者が分担して仕事

の欠乏を含浸性セシウム源による蒸着で常時禰給してい

をすすめていた.職分の分類や内容なども関心があった

る. Kirchner博士によれば,パルス電子源としてのNEA

がそれが分かるほどの滞在時間ではなかった. B氏に連

陰極の問題は次の3つである.
①時間的不安定性, ②電子正孔対の高密度励起による
エネルギー分布の拡がり, ③陰極表面の不均一性

ピコ秒電子源の陰極としては,純金属の方が良いとの意

れられて,日独共同研究の実験装置を見せてもらう.国
際共同研究も実際に装置を開発し,それを遠隔の地に輸

送して実験をやるとなると大変に労力がかかるものだと
いう実感を得た.

見であった(後日,生研で実験を行った.パルス応答は

KFAにあしかけ三日間滞在した後,マックスブランク

良好であるが,やはり安定性には問題がある). 2時間ほ

プラズマ物理研究所のDose教授を訪問すべくミュンヘ

ど,種々の有益な情報交換を行った.続いて, Ibach教授

ンへ向かった.研究所は,ミュンヘン郊外を北に1時間

に面会し,研究室を見学した.高分解能低速電子分光法

ほど行ったGarchingにある. Dose教授の仕事に関心が

の現状について懇談し,研究室を見学する. 30m2位の実

あったのは,このとき生研で,偏極原子状水素線を用い

験室に超高真空装置が3台ほど並んで実験を進めている.
コンパクトな装置である.電源雑音対策は,ここでも問

た表面研究をスタートしていたからである.教授は,励

起水素原子の発光する真空紫外光の検出器の開発とその

題になっており,フィルターボックスのようなものを工

応用を長年行ってきた研究者であり,近年では逆光電子

夫している.高分解能低速電子分光法に関しては,世界

分光法による半導体表面の非占有電子状態の研究で著名
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あった.

最後の訪問先は西独中部のMarburgにあるPbilips大
学のFick教授である. Marburgは,ニュールンベルクか

学内招蒋禁止条項により昇進と移籍がセットになってい

ら電車で5時間の距離にある中世からの町であり,教会,

るが,実験屋にとって新たに研究室を店開きするのはや

盲学校,大学で有名である. Fick教授は加速器を用いた

はり大変のようで, Dose教授自身も｢大きな決断だっ

原子核の研究者であるが, Dose教授と同じく昇進に伴っ

た.｣と言っていた.真空紫外光の検出器と励起水素原子

てベルリンから移籍してきたとのことである.加速器実

の発光測定について懇切な説明を拝聴したのち,逆光電

験は,ベルリンに行って進めているそうで,訪問の週は

子分光装置とスピン偏極電子源の実験装置を見学する.

ベルリンから戻って大学院学生の研究の進行状況を一人

スピン偏極が関与する実験の隆盛を感じた.実験を行っ

ずつ聞いていた.ここで関心のあった研究は,ビームフォ

ているのは,ヴユルツプルグ大学の大学院学生であった.

イル分光法を用いた表面電離アルカリ金属イオンの核偏

研究所の教授が近隣の大学で講義を行い,そこの大学院

極測定の実験である.偏極測定では,ビームフォイル法

学生を研究所に迎えるのは, Jiilich研究所でも同様で

に並行して,ナトリウム原子の超微細準位を利用した蛍

あった.

光測定を開発していた.ビームフォイル分光では,吸着

Garchingのプラズマ物理研究所を辞した後,ミュンヘ

ナトリウム原子のスピン緩和過程の活性化エネルギーを

ン市内にあるドイツ博物館に行く.ここは,産業革命以

測定している.ビームフォイル分光部は,予想外に小さ

来の科学技術の展示で有名であるが,真空屋にとって興

く内径200mm,高さ300mm程度であった.加速電圧も

味があるのは,オットー･フォン･グーリケが馬24頭で

20kVであり十分に超高真空装置に収納することができ

引っ張ったので名高い｢マグデブルグの半球｣があるか

るものであることが良くわかった.実験装置の機能や性

らである.この年のノーベル物理学賞は,走査トンネル

能は論文によりかなりの程度伝播されてくるが,大きさ

顕微鏡のピーニヒ,ローラーと電子顔微鏡のルスカに与

とか操作といったハードウェアそ甲ものに関する情報は

えられることが一カ月程前に報ぜられており,博物館の

なかなか伝わらない.また,直接の会話は,実験方法の

入口ホールにはルスカの初期の電子顕微鏡が展示されて

応用性や発展性を知る上でもまことに有益である.昼食

いた.いろいろと面白い展示品が多く,一日歩き回って

をFick教授一門と一緒にする.生研の昼の正門でよく見

も飽きないところであるが,マグデブルグの半球は真空

られるように, 6‑7人でぞろぞろと丘を下り,レスト

科学展示室の入口に鎮座していた.印象では,直径50cm

ランに行く.遠くに近年建設した新市街が見える.旧市

の大きな胡桃である.

街の真っただ中に大学はあり,訪問した物理･化学など

週末を, Dose教授の前任地であるヴユルツブルグの市

の学科は生研と似た壁の厚い建物に納まっていた.道す

内を歩き回り,月曜日に, Erlangen大学のWilsh教授を訪

がら,どの建物は18世紀,こっちはその前の型式‑など

問する. Erlangenはニュールンベルクから40分ほどの田

と解説してくれる.生研の建物の年代がえらく若くみえ

舎町である. Wilsh教授の専門は,原子状水素線の表面散

てくる.食後は,同じ建物のなかに研究室を開いている

乱実験であり,磁化した金属単結晶表面での偏極水素の

化学科のWassmuth教授を訪ねる.教授は,電界電子放射

会合脱難の研究を進めていた. Wil血教授は,もともとは

の研究者であり,同業者という感じで話が非常に通じや

加速器屋であったそうで,実験装置もメートル単位で測

すかった.ここも,スウェーデンやKFAと似たような装

るのに相応しいおおぶりなものであった.高周波放電解

置を開発中であった.研究の対象や物質はおのおの異な

離塾水素原子源,偏極用六極磁石,散乱室,酸化亜鉛結

るため日本で研究結果を論文で読んでいると,西欧圏は,

晶検出器が部屋の端から端まで横断している.より高エ

他人の様子を気にせず,独立独歩で進んでいるような印

ネルギー( 5‑20eV)の水素原子線を用いた反応性散乱

象であったが,実際にじっくり見て回ると,全体として

の実験装置を開発中であった.こちらの実験は,紫外光

は大きな流れに乗っていることが感じられた.

と水素原子を炭化水素被覆表面に同時照射し,メタンな

Philips大学の訪問を最後に,二週間のスウェーデン･

ど脱離速度を測定しようとのもくろみだそうである. 4
‑ 5人の大学院学生が,実験を部分的に分担して研究を

西独の表面研究の現状調査を終えた.駆け足で見て回り,

進めていた.ひとりの教授が4‑5人の大学院学生を指

ている時期に訪問できたのは大変に好都合であった.人

導するのが標準的な研究室規模のようである.研究室で

間関係は顔をみて,握手することから始まると言う実感

あわただしい旅であったが,研究者が腰を据えて研究し

昼食に行くのにくっついて,学内の食堂へ行く.工学研

を得た.その後の国際会議においても,何人かに再会し,

究を大学で進めることが西独で推奨されてきているよう

交流を継続している.このような機会を与えてくれた三

で,日本の産学共同や産学問の人の交流が話題になった.

好研究助成金制度に感謝する次第である.

ルスカのノーベル賞受賞も学生の人達の大きな話題で

(三好研究助成報告書, 1990年5月7日受理)
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