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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(XXI)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 22 年 1 月 14 日に開催された第 22 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，当センターにおける平成 21 年度の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.

本年度は， 2007 年 11 月から 2008 年 3 月にかけて実施された古川記念館の耐震工事と，そ

の後ほぼ 2008 年 11 月まで断続的に実施されたタンデトロン加速器質量分析計および ClllME

年代測定装置の立ち上げと調整作業を終えて，万全の体制で学内共同利用が開始されました

が，予期せぬ故障が複数回発生して年代測定が思うように進まず，共同利用実験を十分には

推進できませんでした.しかし，このような状況にもかかわらず，今回の第 22 回目にあたる

シンポジウムは，特別講演 2 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 14 件とほぼ例年同様，密度の高い内容でした.また，本業績報告書には，

多岐に亘る分野から充実した研究成果を寄稿して頂きました.特に，学生諸氏による寄稿が

増え頼もしいかぎりです.これらの内容は，いずれきちんとした学術雑誌に掲載されるもの

と期待します.

年代測定技術が日進月歩の今日において，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，

「年代測定総合研究」の意義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 

H町e we publish 也e 21戚 volume of Summaries of Researches Using AMS at Nagoya 

U凶V町sity.τ'he new volume ∞ntains partly the proceedings of the 2zM Symposium on Chronologica1 

Studi田 at the Nagoya Univぽsity C阻tぽ for Chronologi国1 Research, held on January 14'¥ 2010，阻d

includes a1so 也e summaries of scientific research works performed by the users at CCR. 

The a畠e-ml回surement sy駒田 ofCCR st叩ped owing to the seismic retrofitti且g works on 

Furukawa Memoria1 Ha11 p田formed 企四nNovember in 2007 to March in 2008, and were not op田富民:d

白lly owingω 白erea1i伊ment 血dretun也g ofthe sys旬ms 1田旬d也知mit回目y姐 Novembぽ血 2008.

Al血ough we expec凶 m也er smoo也 op悶.tion of the sys岡田 in 2009, we still encountered a few 

serious troubles with 也em郎副nes. In spite of these problems, scien姐c research works proceeded well 

阻d 泊血e s戸nposl田n 由is year two sp田ial lec旬res， two S'旬旬s reports, research summaries by two 
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pos凶octoral research fellows, 14 r官po抗sby 血e田町sw町'e presen臼d. In addition, 5 contributed pap田宮

町 added 恒也e 21" volu血ι It is rea11y enl叩uraging 田也前 sev，四1 papers w目'e pres回同 by 剛氏出.

All contribu旬dpapers will be reformed and wil1 be submittedω 問spective sci田U宣cjournati soon. 

Since steady advance is going on in 也e age-m朗sur即E聞t research, we must show our 

responsibi出国 by develop泊g the new m曲。dofagem朗surem聞t 阻d improving 由e ex四回g

machines, but a1so by en∞uraging young scientists who will be imp出血tleaders of this field in fu同re

H回rty support 岨d collaborations are requ田飴d to a11 related researchers to make up 也.e center 由at

promo旬s the highest level of research 血deducation 

ぐToshio NAKAMURA, 

direcω，rof也.eC阻t町 ofChronologica1 Research, Nagoya University) 




