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国 際 単位 系（S I）
kg 再 定 義の舞 台裏
メートル
条約*の最高議決機関であ
る国際度量衡総会（CGPM）*は、
2019年5月に国際単位系（SI）*の４つの
単位 kg, mol, A, Kの再定義を予定している。
そのために日本が提出した高精度な定数値は、国
家計量標準機関 計量標準総合センター（NMIJ）*
の半世紀近い研究の成果だった。日本の研究成果が
SI基本単位の定義決定に直接関与するのは初めての
ことだ。測定はNMIJだけでなく共同利用機関等も協
力して進められ、物構研のフォトンファクトリー（PF）
での実験データも最終データ算出に寄与した。
今回の再定義への取り組みは、人類がもつ知
見を集めた挑戦であると同時に、各国の
* メー
計量学者たちの威信をかけた技術
トル条約：1875 年
にパリで締結された「メー
戦でもあった。

トル法を国際的に確立し、
維持
するために、国際的な度量衡標準
の維持供給機関として、国際度量衡
局
（BIPM）を設立し、維持すること
を取り決めた多国間条約」
。日本は
1885 年に加入。2018 年 8月現
在で加盟国は 60 カ国、
42
の国と地域が準加
盟。

* 国際
度量衡総会
（Conférence générale
des poids et mesures,
CGPM）
：メートル条約のすべて
の条約締約国の代表により構成さ
れ、
ほぼ 4 年に 1 度開催される。
度量衡とは計測の古い表現で
度は長さ、量は体積、衡は
質量を指す。

日本国キログラム原器 ©NMIJ/AIST
茨城県つくば市の産総研 中央第3事業所内
の建 物 地下に保 管されている。内 部 の 様
子を写した映像は産総研公式 YouTube「日
本国キログラム原器紹介」で視聴できる。
https://www.youtube.com/
watch?v=stR--tsxh̲o

©BIPM

* 計量
標 準 総合 センター
（National Metrology Institute of Japan, NMIJ）：日 本 の
計 量標 準 機 関。1903 年 東 京・銀 座
に創立された「中央度量衡器検定所」
の後身で、現在は経済産業省が所管す
る 産 業 技 術 総 合 研 究 所（産 総 研
AIST）の一領域となっている。計
測技術の開発研究、計量標準
の維持管理・整備・普
及を行う。

* 国際
単 位 系（Système
international d'unités,
SI）: メートル法による単位系
の統一を目的として、1960 年、
第11回 国 際 度 量衡総会で採 択
された単位系。基本単位は、質
量 kg、長さ m、時間 s、電流
A、温 度 K、モ ル 質 量
mol、
光度 cd。
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みんな同じ「ものさし」使ってる？
ɻʰͺ͖Ζʱ͞ͳɼఈΝ࢘͑͞ͳɼݳେࢴͪ
ͬͶͳͮͱͺೖ͞ͳͶ͵ͮͱ͏ΖɽࢴͪͬͺΊΞ
͵͗ಋͣʰ͢͠ʱΝ࢘ͮͱ͏Ζ͞ͳΝٛΚͥೖʓ
ਫ਼ΏࣆΝ͢ͱ͏Ζ͗ɼ࣎͑ڲ͗ܯΓ͑Ͷɼͺ͖
ΕڲΚ͵͏ͳͺݸΔ͵͏ɽର॑ΏՊఋͶ͍Ζৱࡒ
ྖ͵Δଡঙ਼࣊͗ҩͮͱ͠ڒΗΖ͜ΗʹɼखӀ
ΏৄͶ࢘ΚΗͱ͏Ζͺ͖ΕͶͺਜ਼֮͗͠ٽΌΔΗ
Ζɽ͞Բ̸ͺΓͨΓΕଡΌͳ͖ɼ͍ΪλϨ
ϱηνϱχ/ͺଠΓΕঙ͵͏͵ʹͳ͏͑͞ͳ͗
͍ͮͪΔୌͫɽ
ɻਜ਼͢͏͘Ͳ͗ྖܯΖٗढ़Νฯͯ͞ͳͺɼऀճ৶
བܐؖͶؖΚΖ͵͞ͳɽೖຌͲͺɼྖܯخ६
Ν݀Όనਜ਼͵ྖܯΝߨ͑ͪΌͶʰྖܯ๑ʱͳ͏͑๑
ཱ͍͗Εɼ
ۂࢊࡃܨ͗ॶ؇͢ͱ͏Ζɽ
ɻྭ͓ͻɼखӀΏৄͶ࢘ΚΗΖͺ͖Εͺɼ֦ಕ
ැݟͶ͍ΖݗྖܯఈॶͲɼ݀ΌΔΗͪͳؔ͟غͶ
ࠬݗΝण֪͜͢͵͜Ηͻ͵Δ͵͏ɽͲࠬݗͺɼͺ
͖ΕͶخ६ͳ͵ΖಖΝࡎͦɼڒ͗ࠫޣ༲ҕͶफ
ΉΖ͖ʹ͖͑Ν΄Ζɽ
ɻͨΗΔخ६ಖΝͤࠬݗΖ͗ࠅՊྖܯඬ६
͍ͲؖؽΖ10,-ͫɽ10,-Ͷͺ࣯ྖخ६ͳ͵Ζ
ಖ
ʰೖຌࠅΫϫήϧϞحݬʱ
ʤනࢶࣺਇʥ
͍͗Ζɽ

1 m と 1 kg はどこからきたか
ɻϦʖϫρϏͲͺنϓϧϱηַໍΉͲɼ౹
Ҳ͠ΗͪୱҒܧͺଚࡑͦͥɼͳ͘܇क͗ࣙఈ
ΌͪୱҒΝ࢘Κͦͪ͗ΕɼਕʓͺචགྷͶԢͣͱώϧ
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͵͚ɼਜ਼ΏฑΝਫ਼͞ͳͺ༲ҝͶͲ͘Ζɽ
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͍ͮͪɽ
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͗͢ྙڢɼͤ΄ͱࠅ͗ಚ͢ࡀ༽ͤΖΓ͑͵خຌ
ୱҒઅΝࢨͪ͢ɽࣙષֆͶଚࡑͤΖΝඬ६
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ͱ͏Ζ͗Κ͖ΖɽਬఈͲ ¡J ఖౕʤࢨҲͯ
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ͳͮͱɼ͞ ʹ ͥΗͺڒ༲Ͳ͘͵͏༵Δ͙

ͳ͢ɼ̾Νʰ఼͖ۅΔಕΉͲࢢޗતނ
υεϟʖφϩ

ຬʱɼᶷΝʰਭ ཱི๏ d̾
ʤͯΉΕ/ʥ
Ͷ૮ͤΖ࣯ྖʱͳ͚͢Ҍͪ͢ɽࣰࡏͶͺപۜ

ͫɽψότέόϫζʖ࣎େɼֆͤ΄ͱ࣯
ྖܯ͵ͳેخΖྖ͗ӊݠ͗ΕήϧϓΝඵ͚
ࣆସͺ๎ͮͱ͕͜͵͖ͮͪɽ

ໍͫͮͪɽ
ɻ೧ɼϟʖφϩড়༁͗గ݃͠Ηɼϟʖφϩ๑ͺ
ॵඬ௪Εɼ
ֆͲ࢘ΚΗΖͳ͵ͮͱ͏͚ɽ

೧ຘͶ࣍ͬ͏ޕ͕ͱͮرΝർֳͤΖ͞ͳͳ͵ͮͪɽ
*校正：ものさしが正しいか、定期的に基準に照らして
確認すること。

ɻϟʖφϩحݬͺ೦͵ʹୌ͗գͲ͘͵
͚͵Ε೧Ͷഉࢯ͠ΗͪɽͲࡑݳͺɼޭଐ͠*
͗ʹ PVͳ݀ΌΔΗɼਇۯΝ


ޭ͗Ͷ͖͖Ζ࣎ؔΝܯΗͻௗ͖͗͠Ζ͞
ͳͶ͵ͮͱ͏Ζɽ
ಝఈਕͶΓΖఈ͖ٝΔɼخ
ેཀྵఈ਼ͶΓΖఈٝรߍͫɽ
ɻ֦ࠅͶഓΔΗͪΫϫήϧϞحݬܓͪͬͺ࠸;
ॄΌΔΗɼ݀ΌΔΗͪघॳͲજޛɼళṟͲർֳ
͠Ηͪɽͨ݃Վ͗ӊήϧϓͲ͍ΖɽࠅࡏΫϫ

ޭࢢ  ݺͯΦϋϩάʖͺɼޭ৾ಊ਼ * Ͷർ

͗͠Ηɼ਼ྖܯඬ६͗ؖؽேકͪ͢ɽ
国際キログラム原器と6つの副原器の比較
講談社 ブルーバックス「新しい1キログラムの測り方」
(NMIJセンター長

うすだ たかし

臼田 孝 著)

より引用

kg の再定義へ 2 つの手法
ɻྖܯඬ६͗ਕɼ॑ݭͶ؇ཀྵ͠Ηͱ͏
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原器が揺らぐ
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φώϧϱηʤΫρϔϩώϧϱηʥ๑ʱͳ͏ࣰ͑ݩ๑

ಖΝɼֆͲ༏Ҳʰࠅࡏϟʖφϩحݬʱ
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ϕϧϱέఈ਼ͳ࣯ྖΝࣆི͛͵ͯͲܐؖʰϭρ

ᶷΝപۜϨζΤϞۜͲ࠸ͪ͢ݳ͢͠ͳ

णͪͫ͜ɽ࣎ɼΫϫήϧϞحݬͺɼ  ർֳ

έηʀϕϧϱέͺΦϋϩάʖྖࢢԿͳ͏͑֕೨Ͷ

ɻ ೧ͶάϨηϔϧΠϱʀΫρϔϩͶΓΕ
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ɻྖࢢغ  ೧ɼχςཀྵָंϜρ

* 振動数：1秒間に振動する回数。光の振動数を ɋ、光の
波長を ɉ、光の速さを c として ɋ=c/ɉ の関係がある。
「波長の短い光（例えば、可視光に比べて紫外線・X 線…）
ほどエネルギーが大きい」という表現なら聞きなじみが
あるという方も多いかもしれない。
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ϧϞحݬʱͳͪ͢ɽಋ࣎Ͷࡠ͠Ηͪحݬͺϟʖφϩ

ͺ਼ͨ࣊ͺਜ਼֮Ͷఈٝ͠Ηͱ͕ΔͥɼఈͶ

͠Ηͪɽ
ɻ࣯ྖ࠸ఈٝͶɼௗ͠ఈٝͳࣇͪߡ͓๏͗
࢘ΚΗΖɽࡑݳఈٝͶؖͱ͏Ͱخ࿊ͪ͢ેخ
ཀྵఈ਼Νਜ਼֮Ͷ݀ΌɼٱͶͨఈ਼Ν࢘ͮͱ࣯ྖ
ୱҒΝఈΌΓ͑ͳ͏͑ͫɽͨેخཀྵఈ਼
ޫึͺ͍̐ͯͮͪɽ
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*光の速さ：1983年定義。ここで必要となる時間は、
1967年にセシウムの安定同位体133Cs原子の振動に基づ
いて再定義されている。
同位体とは原子核に含まれる陽子数の等しい同じ元素だ
が、中性子の数が異なり質量数が違う原子同士のこと。

*モルの定義:「モルは 0.012 kg の 12C の中に存在する
原子の数に等しい要素粒子を含む系の物質量であり、単
位の記号は mol である」（1971年 CGPM）
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日本が選んだ XRCD 法
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N A = 8 MSi /ɏ
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݃ধֶؔ d = a 

Si結晶の単位胞

ϧρήড়݇ࣞΝຮͪͤɽ

2d sin Ɇ =n ɉʤn=1,2,3,…ʥ
ͪͫ͢ɼɆʁյֱɼɉʁ; તഀௗ
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ͺήϧϓͶͲࣖ͠ΗΖʰ͖֮͠ʱঘͫ͠͠ɽ

Ҳ෨Νͮͱસର਼Νࢋड़ͤΖͪΌͶͺɼ

Ͳࠫޣͺ͵͚͖֮͠ͳ͏͑ݶཁΝ࢘͑ͳ͞ΘͶɼ

݃ধસର͗Ҳ༹ͫͳ͏͑͞ͳ͖͗ͫΔ݃ধ

ਇͺ୯Ͷ͖Δ͵͏ͳ͏͑қັ͗ࠒΌΔΗͱ

Ҳ༹Ճͺ͖ܿͦ͵͏ɽ

͏Ζɽ

ɻ10,- ͺɼ݃ধՃͶ ; ͱؖ͢તαϱϏϪʖν๑
Νࡀ༽ͪ͢ɽαϱϏϪʖνͳͺർֳ͑͏ͳحқັͲ
͍Ζɽࢾྋ݃ধ֪ࢢֶؔҩ͏Ν 
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Ψʖ

ξʖͲఈͲ͘Ζघ๑ͫɽ߶ଐͲఈ͗Ͳ͘ΖɼΓ
Ε ;͏کતΝٽΌͱɼܗՅଐحΝ࢘ͮͱਫ਼ͦ͠
Ζ ; તʰ๎ࣻޭʱཤ༽͗ݗ౾͠Ηͪɽ3)๎ࣻ
ޭͯΦϋϩάʖଵ͗ɼ6LఈͶన͢ͱ͏ͪɽ
ɻ ೧େޛൔ͖Δ 10,-౽ຌ߄೯ࢱͳ 
οϡϱεϡΨΤΥ

೧ΉͲߑݜ৮ҽͫͮͪঘҘࢱ͗ 3) %/&
ͲࣰݩΝ࢟ΌɼޛͶ 10,-ҶీಠࢱՅΚͮ
ͪɽࢊ૱ͻ͚ͯݜιϱνʖ͖Δ .(.3)ΉͲͺऄͲ

ͳͺͲ͘͵͏͖Δɼࣞ͞Ν༽͏

ͪ  ೧͖Δͺɼ
ॡͳवͶ  ुؔͥͯ 3)Ͷ௪ͮͪɽ

ͱ d ΝٽΌΖ͞ͳͺͲ͘͵͏ɽ

ɻ3)ͲಢࣙͶߡҌ͠Ηͪ͗ɼࣙࢂހলܗ֪ࢢ

ɻd ఈͶͺಋͣ݃ধ͖Δฑߨ

αϱϏϪʗνͫɽ݃ধ಼Ͳͺ͏ޕͶતଲস͵  ఼Ͷ
Ճ͵ൕࣻΝًͤ͞͞ͳ͗Ͳ͘Ζ͖Δɼͨ ఼ؔ
յֱౕർֳͶΓΕ݃ধֶؔ૮ଲรԿΝ

તױমܯʥΝ࢘͑ɽҲ๏͖Δ ;

ືͶఈͲ͘ΖɽΉͪɼ༹ʓ͵ഀௗ; તΝ

તΝͱɼ݃ধ  ฤΝΚ͖ͥ

๎ࣻޭ͖ΔͶಝఈഀௗ; તͫ͜ΝखΕड़ͤ

ͥͯฑ ߨ Ңಊͦ͠Ζͳɼಃ գ ;
તͳյ ; ત͗ױম͢ɼd ͶଲԢ

ͺϪʖδʖױমͲܯΕɼ݃ধ͗ฑߨҢಊͪ͢ړ
ͳɼͨؔͶݳΗͪױম਼͖ࣸΔ d220 Νड़

ʤୱ৯ԿͤΖʥͪΌɼಝޭحΝखΕͪ͜ɽ

 

͢ͱױমࣸ͗बغదͶรԿͤΖɽ݃ধҢಊړ

झ݃ধଈ

ʤ ݃ধௗ๏ɻɻɻʥ

ɻ͞ૹཱི֮͗ͤΖΉͲɼ߶մఈͶ࠹న
ඎଈ

͵ޭָܧഓΝ݀ΌΖͪΌࢾߨࡪ܃͗ޣΕศ͠

ɻ͖֮͠ͺ܃Εศ͢ఈͲͻΔͯ͘Ͳ

自己参照型の格子コンパレ―タ
リングから入射した放射光は①前置モノクロメータで粗
く単色化され②MDCMで精密で単色性の非常に高いX線
になり③試料に照射され一対の検出器で検出される。
二重線の四角は実験ハッチを表す。

͍Ζɽ3)Ͳ૮ଲఈͲͺɼ֪ࢢֶؔ d ࠫΝɼ

ʷ̗ rad ΨʖξʖֱౕࠫͲ΄ͱ͏ΖɽͨΞ͵
ঘ͠͵͗ɼΚ͖ͥ ʹ

ͱৼԼΏ͖Ͳͪ͢ʱͳͤɽ

ۯ͗ߍ͠Ηͪʱ͞ͳ͖͗ΖΆʹɼـԻร

͗Εɼླྀ 6Lʤࠪਦᶅʥ೦͗ఈͶ

͢ɼकགྷ෨ͺੀ͓ͪ͜ΉΉɼଠཤ༽ं

ɻʰյఈͳࠕյఈؔͶɼࣰݩϙʖϩ

ࣰݩ͝Ͷ͵Δ͵͏ॶͶϠʖνʖͲಂ͢ͱ͏
ΖɽʰૹຌରҒΚ͖ͦΔຘյιρφΠρϕ

ಊ͗ఈ݃ՎͶް͏ͱ͚Ζɽࣰݩύρο಼ปͶͺ

͢ͱ͏ͪΔɼࣰࣙݩରՆ͖ͫͮͪ͢Η͵͏ʱ

ҲͶஇ೦ࡒΝహΕԻౕͪ͢ޜɽ͞ΗͶΓΕɼ߅

ͳ౽ຌࢱͺ͑ݶɽύροͺϠόͲ͏ͮͼ͏ͫ͗ɼ

Ի͗͗ΕͻΔͯ͗͘ݰঙͪ͢ɽ

3) Δࣰ͖͗͠͞ݩΝՆͶͪ͢ɽ

ϝϨίϩϑϱ

ɻԻౕ؇ཀྵͺ P. ΨʖξʖͲߨΚΗΖɽͯΉΕɼ

ɻϑʖϞνϞॵΌͶͺ  ೖ͖͗ΕͲૹΝιρφ

ˈܽΉͲߡྂͤΖͳ͏͑͞ͳɽͨͪΌͶɼ

Πρϕ͢ɼ਼ೖ͖͜ͱԻౕΝ҈ఈͦ͠ΖɽΝ॑

֦ॶͶखΕ͜ΖԻౕιϱγʖɼҶీࢱɼ౽ຌ

Ζ͞ͳͲɼࣰݩ६ඍͶ͖͖Ζೖ਼ͺ͚͵ͮͪɽ

ࢱࣙΔਭࢀ఼॑ͳΪϨΤϞ༧఼Ͳߏਜ਼͢ͱ࢘͑ɽ

Ε࣎ؔͺɼஏਔͳϑʖϞ͓͠͵͜Ηͻɼ

ͬΘΞɼԻౕιϱγʖࣙހ೦ึਜ਼͠Ηͱ͏

ΏΕͪ͏ࣰ͘Ͳ͗ݩΖɽࢾྋΝร͓Ζ͟ͳͶ  ࣎ؔ

ΖɽҲఈԻౕͲఈͤΖ͗خຌͫ͗ɼືݭͶԻ

͖͜ͱΠϧϟϱφΝ͢ɼητʖζΝಊ͖͢ͱࣙಊ

ౕึਜ਼͗Ͳ͘ΖͲɼՀͶऑױรಊ͍͗ͮͱࣰ

ఈͶΖɽҲ࣏ݫήϧϓͽͳͯΝඵ͚Ͷ਼࣎

ݩͺՆͫɽ

ؔɼ್࣏ݫϜρϒϱήͲͺ਼ೖ͖͖Ζɽ܃Εศ͢

ɻʀࢾྋࢡͻΔͯ͘Ν͵͚ͤ

ఈΝΏΖͳ  ुؔͺ͍ͮͳ͏͑ؔͫɽ

ɻͨΗͩΗఈͶͺɼࢾྋΝϙϩξʖͶݽ

Ϡϩ࣯ྖࢋड़ౕ͗ୌͶ͵ͮͱ͏ͪɽͽͳͯ
ಋҒର 6L ͫ݃͜ধΝࣰ࢘ͮͪ͗ݩචགྷͫͮ
28

*Siの主な安定同位体の天然存在比は
28
Si：29Si：30Si≒92：5：3である。

͗ૌΊࠒΉΗͱ͏Ζɽ
ɻʀޭϞϧӪڻΝݰΔͤ

ɻޭݱՅଐحடϨϱήͲͺɼుࢢ͗͛Ζ͛Ζյ

Νಊ͖ͦΖΓ͑Ͷ͵ͮͪɽઅंܯ߶य़ࢱͺɼ
͞ͶΓΕฑ 2 ೧ౕ .(. ٗढ़ৈΝणৈ͢ͱ
͏Ζɽࣰ͞ ͗ݩ3)ͲߨΚΗͪ͞ͳͲɼ.(. 
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ΨʖξʖͲɼϱβρφԟࢾྋฤͺ֪ࢢఈ਼
ఈͶॉన͢ͱ͏Ζ͞ͳ͗ࣖ͠Ηͪɽ
ɻࠖೋ͵য়ڱͶΌࣰͥ͝ݩΝܩକͪ͢ ਕճ
͖Δͺɼືఈͫ͞ΚΕ͗ͣ״ΔΗͪɽ
Ҷీࢱͺɼ͞ޛ֦ࠅͳ࿊ݩࣰͱ͢ܠΝକ͜Ζͯ
Εͫɽ
(a)

(b)

Ε͵͗ΔޭΝ๎ड़͢ͱ͏ΖɽϨϱή಼ుࢢͺɼు
ࢢಋ࢞͵ʹࢆཛྷͲుࢢ͗ปͶুಧ͢ঙͥͯࣨ͢Κ
ΗΖɽుࢢΝึ͑ͪΌӣ๏๑ͺɼҲೖͶ਼յు

ಊΝૌΊΚͦͪߑଆͲɼηϞʖθͶඏঘ͵ֱౕ
Siインゴットの写真と模式図
7ページのグラフのデータIAC-15とNMIJ-17に用いられ
たのが、この結晶の測定結果である。
PFでは、28 Siインゴットのうち、下の写真で示された2つ
の球を挟んだ3カ所の試料が測定された。準主役級の仕
事をしたというところだろうか。

ରक़ްՎͺݨஸͲɼ286L ݃ধۋҲ͗߶͏

Πϧϟϱφ༽ητʖζͳΠϧϟϱφ༽ݗड़ح

͏ͪඏঘֱౕյͳߑؽϒΦμોࢢͶΓΖඏಊۨ
28

ɻ֪ࢢֶؔϜρϒϱήఈΝߨͮͪͳ͞ΘɼಋҒ

ළౕ

ɻ͖͢͢ɼືఈͲͺɼಋҒରർΝ࢘ͮͪ

ͳ͏͑ଲॴ๑Νͯ͜ݡɼఈΝକߨͲͪ͘ɽ

Ἡ͓ΖͪΌͶɼࠪਦͶͺࣖ͢ͱ͏͵͏͗ɼ਼

݃ধ֪ࢢβωΨϟʖνΝࡠͪ͢ɽஆϐϱζΝ༽

ಋҒରർΉΉൔରυώηͶ͵Ζ͗௪ͫɽ

Ӫͪ͢ڻɽࢾߨࡪޣͶΓͮͱɼླྀͲϑʖϞΝߞΖ

͘Νർֳͪ͢͏ ͯ݃ধಋ࢞ͲͿͮͪΕͳ

ؽփָιϱνʖ͗ɼ-9 rad յմΝ࣍ͯ

Կָద࣯͗ࣇͱ͏ΖͲ͗ೋ͚͢ɼࣙષ

ɻடϠʖχͲͺࣻͶΓͮͱҲ࣎దͶుླྀ͗

ఈ͢ͱ݃ধΝΚͦΖͳ͏͑ࡠ͗ۂචགྷͫɽ֪ࢢ

ΗͪɽనͶΕड़͠Ηͪ݃ধͶɼ๎ࣻޭΝઊ

ɻҲ࿊ఈͪΌͶɼ.(. ڠ௪خ൭ࢬڂݜઅ

*
ɻ6L Ͷͺ͏͚ͯಋҒର͍͗ΖɽಋҒରಋ࢞ͺɼ

ʰφρϕΠρϕͳ͘ͺɼυʖν͗ඉͶ҈ఈ͢ͱ͏

ɻʀԻౕͻΔͯ͘Ν͵͚ͤ

੧ͶԢ͓ͪɽ

ͱఈ͗ߨΚΗͱ͏ͪɽ

ΔφρϕΠρϕӣ͗࢟Ή͖ͮͪΔɽҶీࢱͺ

ɻૹͺɼࣰ͘ͳ͏͵͏ͱ͢ݩͺՆ͵ͳ͞Θͫ͜

6L ๏ҒΝΕड़͢ͱɼϟφϫϫζηφͪͬགྷ

ɻॵΌͺɼྖܯඬ६ͳؖ͟ؽͶʰ௪ʱ6L Ν࢘ͮ

ͻΔͯ͘ͲΗͱ͏

ɻ͖֦֮͗͠ஊͶྒྷ͚͵ͮͪͺ  ೧͖

ΖɽྙΊ॑ͶΓͮͱಚΔΗౕͪͫɽ

͍ΖֱౕΝ͖ࢋܯΔׄΕड़͢ɼݳͲࣙࡑͶ

国際プロジェクトへ
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手前から産総研 計量標準総合センター 工学計測標準研究
部門 藤本 弘之さん、早稲田 篤さん、中国科学院 張 小威
さん （2018年8月 NMIJにて）

ٗढ़ຑ͖Ηͪͳ͏͓Ζɽ

ຽ͵ֱౕͲൕࣻͦ͠Ζ͞ͳ͗චགྷͫͮͪɽࢱͺՆ

ͤΖɽ

4

ɻۅΌͱ९ౕ߶͏݃ধͲ݃ধௗ๑

 Άʹɽڂݜ॑གྷ͗ΌΔΗ 6ܗ՟ୌ͗௪ͮ

͵  ͯΝΕड़ͪ͢ࢾྋʤ;
レーザー干渉計のための
鏡面をつくりこんだ
マッハ・ツェンダー型
X線干渉計

「不確かさ」を減らすための努力

PF での精密測定

ࢢΝࣻͤΖʰடϠʖχʱͳɼ࣎ࣻͶΓͮͱ
ϨϱήుླྀΝҲఈͶฯͯʰφρϕΠρϕϠʖχʱ

MDCM（左）と試料部（右）
PF BL-3Cにて2017年12月撮影
（NMIJ 早稲田氏ご提供）

  ͍ͯ͗Ζɽӣ๏๑ͺ 3) ుྙࣆͶΓΖ
ͲɼϤʖδʖ͗મ͞ͳͺͲ͘͵͏ɽ
5

×10-9

݃ধֶؔ૮ଲรҒϸd/d

絶対測定にも使われたインゴット中央の試験片での
格子間隔の相対変位測定結果
(a)マッピング測定（b）度数分布
物構研 News
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国 際 単 位 系（ S I ）
kg 再 定 義 の舞 台裏

質量の定義改定のための３つの条件
2014 年の第 25 回 CGPMでは、質量を定義する
ための基礎物理定数をプランク定数と定め、以下の
条件が満たされれば、質量の定義変更に踏み切る
ことが決まった。さらに、定義改定の時期を具体的
に 2018 年とし、関係機関に研究加速を要請した。
1.異なる測定原理で測定した3つ以上の独立した機関
での測定結果が、相対的な不確かさ5×10-8（国際キ
ログラム原器の不確かさ）よりもよく一致すること
2.そのうちの一つの不確かさは2×10-8（実際に天秤
で行われている質量比較の不確かさの程度）より小
さい値であること
3.最新の校正によって国際キログラム原器との整合
性が取れたデータであること

2017年、アボガドロ国際プロジェクトは各機関か
ら提出されたデータを使い、プランク定数を算出し
た（IAC-17）。また NMIJ も独自に最終データの算
出に漕ぎつけた（NMIJ-17）
。どちらの値にも PFの
測定結果が使われている。
その頃、ワットバランス法と XRCD 法のデータに
一致が見られるようになった。
2018 年 1 月、CODATA* が各機関から提出され

プランク定数の測定値と不確かさ
青はXRCD法(アボガドロ定数の測定値より換算)、紫はワ
ット（キッブル）バランス法、赤はCODATAが各データをま
とめた値。右端の記号番号の下2桁は西暦の下2桁。

        
″       
       

  

流の単位 A、熱力学温度の単位 K についての再定
義も行われる予定で、承認後は 2019 年 5月から世
界中で基本単位の新定義が使われるという。
単位系が再定義されても、私たちの生活は変わら

た定数値をまとめた論文を発表した。プランク定数

ない。むしろ、正しい計量の標準が将来にわたって

は 6.626 070 150(69)×10-34 J s、その 不 確 かさは

確保されるため、私たちの日常に影響を及ぼさない

1.0×10

-8

となっている。右上のグラフは、算出に使

われたデータを発表順に並べ、その下に CODATA
がまとめたデータ（CODATA-17）を加えたもので
ある。CODATA-17 の値に対し不確かさ 2×10-8 の
範囲が緑の帯で、5×10

-8

の範囲がグレーの帯で示

ように、見えない努力が払われてきた。
20 世紀に人類が手にした量子力学が発展するに
つれ、計量標準の世界でもその考え方が取り入れら
れ、単位として最小といえる量子を計量標準として使
う「量子標準」が生まれた。質量にも量子標準が

されている。条件がクリアされたことが分かる。

適用されることで、1 kg よりもはるかに小さい質量

*CODATA：国際科学会議の「科学技術データ委員会」。
論文によって発表された基礎物理定数を、その利用者のた
め、数年に一度、不確かさの小ささに応じて重み付けをし
た平均値を発表している。

い。原子・分子が集まってできる構造体を研究して

をより正確に計測できるようになることは間違いな
いる物構研にとって、喜ばしい知らせと言えるだろ
う。メトロロジストたちの尽力に感謝したい。

研究成果が活かされるとき
2018 年11月中旬、パリ郊外で 第 26 回 CGPM が
開かれる。ここで新しいキログラムの定義が承認さ
れ ると、プ ランク 定 数 の 不 確 かさは なくなり、
h=6.626 070 15×10-34 J s と定義される予定だ。
またアボガドロ定 数 が NA＝6.022 140 76×1023

mol-1 と定義されることによって、同時にモルの定義
も変わり、炭素 12C は特別な元素ではなくなる。電
7

論 文 情 報： Atsushi Waseda, Hiroyuki Fujimoto, Xiao Wei
Zhang, Naoki Kuramoto, Kenichi Fujii, "Uniformity Evaluation
of Lattice Spacing of 28Si Single Crystals", IEEE Transactions on
Instrumentation and Measurement, vol.66, NO.6, 2017
産総研のプレスリリース：2017/10/24
質量の単位「キログラム」の新たな基準となる
プランク定数の決定に貢献
NMIJ 特設ページ：https://www.nmij.jp/transport.html
新時代を迎える計量基本単位
ー国際単位系（SI）定義改定ー

最近のプレスリリースから

ヴァン ロ ゼ

VIN ROSÉとは
フランス語で
ロゼワインのこと

負のミュオン素粒子で視る物質内部
〜世界最高計数速度の負ミュオンビームで長年の夢が実現〜
2018/8/24

KEK、JAEA、J-PARC、大阪大学、国際基督教大学
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NRSE型において観測された中性子スピンエコー信号
縦軸は中性子の波長を表す。横軸に示すフリッパー間の
距離を変えることでスピンエコー信号の波が見える。
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Outward open conformation of a Major Facilitator Superfamily
multidrug/H+ antiporter provides insights into switching mechanism
Kumar Nagarathinam, Yoshiko Nakada-Nakura, Christoph Parthier,
Tohru Terada, Narinobu Juge, Frank Jaenecke, Kehong Liu, Yunhon
Hotta, Takaaki Miyaji, Hiroshi Omote, So Iwata, Norimichi Nomura,
Milton T. Stubbs & Mikio Tanabe
Nature Communications volume 9, Article number: 4005, 2018
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KEK、京都大学、東京大学、岡山大学
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Nuclear Magnetic Field in Solids Detected with Negative-Muon Spin
Rotation and Relaxation
Jun Sugiyama, Izumi Umegaki, Hiroshi Nozaki, Wataru Higemoto,
Koji Hamada, Soshi Takeshita, Akihiro Koda, Koichiro Shimomura,
Kazuhiko Ninomiya, and M. Kenya Kubo
Phys. Rev. Lett. 121, 087202, 2018
Editor's Suggestion & Featured in Physics
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負ミュオンによるMgH2内の水素が作る微小磁場検出の
イメージ図 （豊田中央研究所 杉山 純 氏 ご提供）
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スーパーミラーって？

薬剤耐性の原因「薬剤汲み出しタンパク質」の排出メカニズムを解明
〜多剤排出トランスポーター MdfA の分子機構〜
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VIN ROSE にて共鳴型スピンエコー観測に成功！
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J-PARC MLF BL06
中性子共鳴スピンエコー分光器群
VIllage of Neutron ResOnance Spin Echo spectrometers
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回転楕円体の形に
削られた金属表面
が鏡になっている
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10月14日（日）、大学共同利用機関の日々の活
動を広く一般の方々へお届けする「大学共同利用
機関シンポジウム2018 ～最先端研究大集合～」
が開催されました。例年秋に秋葉原での開催でし
たが、今年は名古屋市科学館が会場です。
各機関の研究者によるトークイベントやブース
展示があり、科学館を訪れた方や、各機関に興味
のある方々など多数の参加がありました。

物構研 足立 伸一 副所長の講演のようす

物構研 News No.26

名古屋にて大学共同利用機関シンポジウム 2018 を開催

光電子分光アナライザーを遊べる模型で紹介

2018 年度量子ビームサイエンスフェスタ
第 10 回 MLF シンポジウム / 第 36 回 PF シンポジウム
2019 年 3 月 12 日（火）〜 13 日（水）
つくば国際会議場（エポカルつくば）
茨城県つくば市竹園 2-20-3
3/12：量子ビームサイエンスフェスタ
3/13：MLF/PF 各シンポジウムを並行開催
http://qbs-festa.kek.jp/2018/（12 月中旬公開予定）
お問い合わせ：qbs-festa-oﬃce@pﬁqst.kek.jp

2021 年、KEK は創立 50 周年を迎えます

