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まえがき

この度，名古屋大学加速器質量分析計業績報告書収X町を刊行する運びとなりました.刊

行にご協力頂いた関係各位に深く感謝致します.

本報告書は，平成 24 年 1 月 12-13 日に開催された第 24 回名古屋大学年代測定総合研究セ

ンターシンポジウムの内容と，当センターの平成 23 年における年代測定に関する学内共同教

育研究の成果をまとめたものです.平成 23 年は，センターの主要装置であるタンデトロン加

速器質量分析計および CHIME年代測定装置の両装置共に本来の役割を順調に務めました.こ

れらの年代測定装置の利用報告会としての定例シンポジウムは，第 24 回目にあたり，特別講

演 3 件，年代測定装置の現状報告 2 件，研究機関研究員の研究成果報告 2 件，一般講演 26 件

と例年を大きく上回る件数となり，密度の高いシンポジワムとなりました.さらに，本業績

報告書には，多岐にEる分野から充実した研究成果を 3 件寄稿して頂きました.若い学生諸

氏による寄稿も増え頼もしいかぎりです.

本年 3 月末には，本センターが平成 12 年 4 月に設立されて以来，先頭に立ってセンターを

引っ張ってこられた鈴木和博教授が定年退職を迎えられます.鈴木先生は，平成 12 年から 6

年間，学内共同教育研究機関である本センターの長として，センターのさまざまな教育研究

活動を主導してこられました.特に，社会貢献のーっとして学外向けの年代測定の普及活動

を実施されました.これらの活動に参加した当時の小中学生は今では大学で勉強する年齢に

なっており，知的刺激を受けたことを思い出しつつ勉学に励んでいるものと思います.鈴木

先生は，ご自身の研究上でも優れた業績を達成され，三つの学会から学会賞を受賞されてい

ます.来る 4 月からは，招鴨教員として，センターの共同教育研究を支援して頂きます.

さて，現在共同利用に供しているタンデトロン加速器質量分析計 2 号機は導入してから早

くも 16 年が経過し，老朽化が目立ってきました.日本経済の現況では，装置の更新はなかな

か難しいことです.しかし. 3 号機の導入を視野に入れて，今後の研究計画を立案し一歩一歩

前進していかなくてはなりません.技術革新がめまぐるしい今日において，新たな年代測定

法の開発研究や使用している装置の改良研究を推進し，さらに次世代の年代学研究を担う若

手研究者を育成することにより. r年代測定総合研究」の成果を学内外に明示して行く覚悟で

す.世界トップレベルの年代学研究と年代学教育の推進をめざす年代測定総合研究センター

に，関係各位のなお一層のご支援・ご協力をお願い致します.

(名古屋大学年代測定総合研究センター長 中村俊夫)

PREFACE 

Here we publish 也e 23rd volume of Summaries of Researches Using AMS at Nagoya 

Uni羽田ity. The new volume ∞ntains mainly the proceedings of the 24血 Symposiumon Chronologica1 

S旬di白紙 the Nagoya U凶V悶ity Cent町 for Chronological Research (NU-CCR), held on J阻uary
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12叱13也， 2012, and includ田 also the summaries of sci阻tific research w町'ks perfc田med by 也e

collaborative users at 也e CCR Our two unique age-me田町'ement sys旬ms， Tande甘on AMS and 

ClllME facilities, have been operated 白lly and steadily to fulfill 也.e original roles 泊 201 1. In也is way, 

scientific 田search works progrl田sed well and in the sympos叩血由is year thr田 speciallec同Z田， two 

status reports, research sum皿aries by two postdocωra\ research fellows, 26 reports by the users were 

pr国間旬:d. In addition, 3 印位制buted papers are added in 也e 23rd volu血e. It isr回lly 阻co田aging 田

由atsev町alpap悶 werepresented by yo四.gs佃d団組.

Prof. Suzuki is re'位ing by the end of March in 2012, who has been a leader as 也e dire氾tor，

血 many education 阻d 田search activiti田 ofthe CCR 血白血eop四ing of the Cen旬r in April of 2000 

In p町tic叫ar， as a ωmmon contribution of Universityω 血e public, educationa1 activities conc百四ng

ageme田町mentsw町'e org血ized 血d opera旬dperfectly by him. Y oung studen包 whohadp町ticipa旬d

血血e activities severa¥ ye町s ago are now studying hard 剖 au国V町sity stu白nt in remembering the 

experienc田 of旬凶gp側担 the academic progr百四 atNagoya U凶versity. Prof. Suzuki has recorded 

rem町'kable 田hievem阻悩也 his academic carrier，阻dh剖回国ived two priz回白血血e two ki且ds of 

academic society. He wil\∞n出ue to help us wi由也er田earch activities of 也e CCR 闘阻 invited

researcher after his retir田nent.

Sixteen y同四 have passed since 血e 2nd Tande仕on AMS system had been insta1led at the 

Center for Chronological R田earch，血d we have encountered continually severa1 disorders wi也也e

machine recently, though it is stil¥ producing a lot of important and useful age da旬∞nstantly. It may 

not easy to renew 也.e machine 訂nmedia旬Iy， ow泊.g to 也.e ra也町 bad 田onomic situation of present 

Japan. However, we should s回dily 旬ke a s旬:p forward by 白1凹泊g 也e research pla且s， to possibly 

m岡山田 the 3M AMS machine at our 田nter. Since steady advance is going on worldwide in 也e

age-me拙町e血.ent research, we m国t show our responsibilities by developing the new 血e也o白血

age-me田町'ement techniques 阻d improving 由e existing machines, but a1so by 回co町agmg young 

scien世sts who will be promi且阻t lead町s of 也is field in 也e 田町 future. He町ty support 岨d

collaborations are requested to a11 re1ated r田岡田he四 in and out ofNagoya U凶versity to make up 由e

cen旬rthatpromo旬S 也.e high田t level of chronological res国民h阻deducation. 

(Toshio NAKAMURA, 
direcω，rof也e 白:nter for Chronological Research, Nagoya University) 




