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ヘリウム危機の現状と今後の課題について 

東京大学 物性研究所 山下 穣 

 

はじめに 

ヘリウムが手に入らない「ヘリウム危機」が起こって

おり、今後さらに深刻化するおそれがある。ヘリウムは，

完全不活性，極低温沸点，高熱伝導率，低密度，低溶

解度，高拡散性，無刺激性，低粘性など，他の物質で

の代替ができない優れた特性をもつ。学術分野にとっ

てヘリウムは、水や電気と同じく「ライフライン」の一つ

であり、物理学，化学，天文学など幅広い分野で欠く

ことのできない物質である。また，基礎研究に限らず、

医療では MRI の超伝導磁石の冷却、産業では，光フ

ァイバーや半導体製造、溶接やリークテスト，充填剤な

ど，その他，宇宙ロケットの燃料輸送，潜水作業，超電

導リニア中央新幹線，ヘリウム風船など，ヘリウムは現

在あるいは未来まで，生活を支える物質となっている。 
日本国内におけるヘリウムガス使用の実態は一般

社団法人日本産業・医療ガス協会（JIMGA）のＷＥＢ

サイトにある「ヘリウム生産・販売実績表」をみるとよく

わかる[1]。 

図 1 は JIMGA が提供しているヘリウムガスの販

売量データをもとに、日本国内におけるヘリウム購入

先をグラフにしたものである。この図から分かるように、

日本国内では医療用 MRI を筆頭に、半導体、光ファ

イバー、リークテストがヘリウム消費の多くを占めてい

る。OECD の統計によると、なんと日本は 6,500 台の

MRI を保有し、人口１００万人当たりの台数が 55.2 と

他の OECD 加盟国を大きく引き離して世界第一位と

なっている[2]。研究分野での利用として統計に現れ

るのは「低温工学」であるが，その量は約５％であり，

一見，少ないように見える。これは、低温工学では回収

と再液化によるリサイクルが進んでいて損失分だけを

購入しているから、販売量でみたときに少なく見える

のである。多くの機関で９割近い回収率を達成してい

ることから，「のべ」の使用量はこの 8 倍から 9 倍ある

と思われる。読者には，温度 4.2 K で液化し、絶対零度

まで液体という唯一無二のヘリウムが冷凍機や超伝

 

図 1：一般社団法人日本産業・

医療ガス協会（JIMGA）2018

年販売実績データから作成。ヘ

リウムガスと液体ヘリウムの販

売量を合算して表示。 
 
 
＊注：この⽂章は固体物理５
５、２１５（２０２０）に掲載
したサロン記事をＷＥＢ掲載
⽤に再構成したものである。 
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導磁石の冷媒として日々の研究に欠かせないことは

理解していただけることと思う。 

このように幅広く用いられ現代社会を支えているヘ

リウムであるが、国内の産出はなく、全て輸入している。

そのため供給不足によるヘリウム危機はたびたび起こ

ってきた。最近ではディズニーランドの風船販売中止

が話題となった 2013 年頃の危機が思い出されるが，

これまでのヘリウム危機は，天然ガス関連施設の定期

修理やトラブルなどの一時的な原因で発生してきた。

一方、現在のヘリウム危機は中国をはじめとする新興

国における需要の増大に供給が追い付いていないこ

とが要因となっており、深刻化と長期化を警戒する必

要がある。 
2019 年 11 月に，現在の「ヘリウム危機」について、

学術関係者だけでなく、ヘリウム供給に関わる企業や

報道関係などの幅広い参加者を交えてヘリウム供給

の現状と今後の方策についての ISSP ワークショップ

[2]が東京大学物性研究所（以後，物性研）で開催さ

れた。大学関係者による研究現場で起きている危機と

対応例紹介の後に、ガスレビュー社の小泉善樹代表

取締役からヘリウム業界全体を俯瞰した講演をいた

だいた。その後、ヘリウムリサイクルを推進するための

規制緩和の可能性と、日本物理学会からの緊急提言

に関する講演があった。討論では，ガス会社や光ファイ

バー製造からのコメントや琉球大学の液化機を利用

した沖縄科学技術大学院大学のヘリウム再利用の取

り組みなどが紹介された。本記事では 2019 年のヘリ

ウム危機に関する動きとこのワークショップの概要につ

いて、私個人の見解も交えながら紹介していきたい。 
 

研究機関におけるヘリウム危機の現状 

今回のヘリウム危機について最初に警告の声を上

げたのが名古屋工業大学（名工大）の大原繁男氏で

あった。九州大学で開かれた 2019 年 3 月の日本物

理学会における拡大物性委員会で、ヘリウムをとりま

く世界情勢の紹介と今後の供給予測とともに，名工大

の状況として，2018 年の年末からヘリウムガスの入手

が難しくなり，3 月には危機的な保有量となったこと，

それにより一部，低温機器利用の停止を行っているこ

とが紹介された。さらに，ヘリウム納入量の制限や値

上げが発生していることも報告され，物理学会や日本

学術会議からヘリウム危機に関する声明を出すことが

提案された。 
大半の研究者は，現在のヘリウム危機を 2018 年末

ごろに認識し始めたと思われるが、実はもっと前から

危機は予測されていたことも大原氏から紹介された。

なんと、2015 年 2 月に経済産業省からの委託事業で，

みずほ情報総研株式会社が「ヘリウムの世界需給に

関する調査」の報告を出している。その中でヘリウム

危機の到来とその対策の必要性を指摘しているので

ある[4]。報告書ではヘリウム需給の推移から 2016 年

以降に供給にひっ迫が起こることが予想されていた

（図 2 参照）。その到来は 2 年ほど遅れたものの、まさ

に予想通りにヘリウム危機が訪れたのである。 
対応策としては，ヘリウム調達先との関係強化や開

発権益の確保といった供給側からの対策とともに「生

産プロセスの見直しによるヘリウム消費量の低減」

「ヘリウム回収・再液化装置導入」「ヘリウムを使用し

ない新技術開発」といった，現在，需要側で取り組もう

としていることも提案されている。2015 年からこれまで

の間に、この報告書をどのように役立たてようとしてい

たのか気になるところである。 
2019 年３月の段階では、全国の研究機関におけるヘ

リウム入手の状況は不明であった。そこで、物性研の

液化室では全国の液体ヘリウム利用者にアンケート

[6]を実施してワークショップで報告した。アンケート結

果から，ヘリウムの年間購入量の少ない利用者ほど

危機の深刻な影響を受けていることがわかった。小規

模大学や実験で必要な際にだけ液体ヘリウムを購入

している利用者からは全く購入できなくなって実験が

できなくなっているという回答が多数寄せられた。一

方，大規模な総合大学など，利用者が多く、年間を通

じて液体ヘリウムを使い，また，ヘリウム液化施設を持

つ組織では、値上げの影響はあるものの、研究に支障

がでるほどの入手困難には陥っていないようであった。 
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こうしたヘリウム危機への対処の一つとして注目さ

れる取り組みに大学の施設を用いたヘリウム液化の

事業化がある。具体例として、大阪大学の萩原政幸氏

からは阪大の液化室におけるヘリウム液化事業の報

告があった。JAXA が打ち上げる衛星で使用予定の X
線観測装置の試験に必要な液体ヘリウムが入手でき

ず，阪大にガスを供給して液化することが依頼された

のである。 
この外部液化に関する背景として、阪大側にも，昨

今の運営費の減少に対して雑収入の積極的な増加

に取り組む必要があったことも紹介しておく。大学が

ヘリウム液化事業を行い，収益をあげてよいのかと懸

念する方もあるかもしれないが、文部科学省のホーム

ページ[7]には、「国立大学法人法に規定された業務

を行う中で、受益者に対し費用の負担を求め、結果と

して、収益を伴うことまでを否定するものではありませ

ん」とある。これまでにもヘリウム液化の技術提供を行

ってきているという大学もあることもわかってきた。 
萩原氏からは外部液化にあたって必要となった学

内手続きや規定改訂についての紹介があった。今後

同様の取り組みを進める大学にとって非常に参考に

なる情報であり、実際に物性研で外部液化を行う際

に大いに参考にさせていただいた。こういった外部液

化の取り組みを研究機関間だけにとどめずに、ヘリウ

ムを大気開放している民間の工場から回収して、液体

ヘリウムが必要な MRI をもつ病院向けに再利用する

仕組みを進めるべきだという提案もワークショップでは

あった。 
今回のヘリウム危機の要因の一つに、ヘリウムの主

要供給源のアメリカ土地管理局 Bureau of Land 
Management (BLM)が備蓄していたガスの民間へ

の売却終了がある。東大低温センターの福山寛氏か

らは、BLM 訪問体験とアメリカでのヘリウム確保に関

する取り組み紹介があった。アメリカでは 1925 年に

「Helium Act of 1925」が成立し、戦略物資として国

家備蓄が行われていた。アメリカ中部で採掘されたヘ

リウムガスをパイプラインでテキサス州クリフサイドガ

ス田に運び、そこにある Bush Dome と呼ばれる地中

のドームに粗ヘリウムガスを備蓄しているのだが，

2013 年 10 月にこの備蓄ガスをある量まで売却し，そ

の後，民間への払い出しを終了することを決定し，実

際に終了を迎えている。 
この影響は当然、アメリカ国内における低温研究者

にも及んでいる。国内で安価にヘリウムが手に入るア

メリカでは、回収・再液化施設をもつ大学はまれであ

り、ほとんどは使い捨てでヘリウムを使っていた。その

結果、液体ヘリウム価格の上昇がアメリカ国内の低温

研究者を直撃し、低温研究の継続が危ぶまれる状況

となっていた。それに対して、アメリカ物理学会、材料

科学会、アメリカ化学会が合同でヘリウム危機へのア

図 2：2020 年までの

世界のヘリウム需給見

通し。BLM の Mineral 

Commodities 

Summaries な ど を 基

に し た も の 。 縦 軸 の

「MMcm」は百万立方メ

ートル。2015 年経産

省の諮問によりみずほ

情報総研が行った調査

書[4]より 
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クションプランを 2016 年 11 月にまとめて[5]、研究機

関の規模に応じて液化機の導入などを援助する NSF
グラント（毎年１億円程度）につながっているという報

告がワークショップではあった。このような予算確保の

取り組みは、今後の日本国内での対策を考える上で、

とても重要であるように思えた。 
また、単年度会計を基本とする日本の大学における

問題として、複数年の長期契約ができないために、ヘ

リウム調達が不安定になっていることが指摘された。こ

のことも、研究機関におけるヘリウム確保を安定化さ

せるために改善すべき点といえる。 
 

ヘリウムガスの世界需要と今後の見通し 

このワークショップにおける特別講演として株式会社

ガスレビューの編集長を務める小泉善樹氏からヘリウ

ム供給の世界情勢について講演していただいた。雑

誌「ガスレビュー」は工業ガス業界専門誌で、工業ガ

スを通じて様々な産業の動向をレポートしている雑誌

である。小泉氏からはヘリウムガスを扱う業界の現状

と、今後の見通しについて報告があった。 
現在のヘリウム生産の状況についてまとめたのが

図 3 である。現状、アメリカとカタールから世界全体の

９割のヘリウムが生産されている。このように生産国が

偏っているため、これまでに以下のようなヘリウム危機

がたびたび訪れていた。これまでのヘリウム危機につ

いて，小泉氏のスライド[3]から文章をそのまま借用し

て次に示す。 
 ２００２年米国西海岸港湾閉鎖によるタイト化：

２００２年９月２９日～１０月９日まで米国西海

岸の主力２９港がロックアウト。ヘリウム以外に

も多くの製品の輸出がストップ。日本向けヘリ

ウム輸出が約１か月遅れる。 
 ２００７年米国ヘリウム生産設備トラブルに伴う

タイト化：ＢＬＭパイプラインの故障、エクソンモ

ービルの精製プラント修理が重なりヘリウム出

荷元企業がフォースマジョールを発動、世界規

模でヘリウム供給力低下。 
 ２０１１年ヘリウム生産設備トラブルに伴うタイ

ト化：ＢＬＭ及びエクソンモービルのトラブルが

図 3：2018 年の世界のヘリウム生産地と生産量。データ出典は米国土地管理局。作図は(株) ガスレビュー。 
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重なり、供給タイト化に進展。 
 ２０１２年～２０１３年初頭のタイト化：ＢＬＭ、エ

クソンモービルの定修とトラブルが重なる。ロサ

ンゼルス港で港湾ストライキ。東京ディズニー

ランドのヘリウム風船販売休止、日本の半導体、

光ファイバーメーカーもヘリウムの希少性を痛

感。省ヘリウム化、代替ガスへの転換促す。 
 ２０１７年夏、カタール断交に伴う船便の遅れ：

２０１７年６月のアラブ諸国によるカタール断交

の影響で、カタールからの船便に遅れが発生。

供給タイトにはつながっていないが、通常３０日

で日本に届くコンテナが４５日～５０日掛かるこ

とに。 
今回のヘリウム危機は、カタール封鎖に加えてアメ

リカでの大型生産設備の定期修理と、アメリカ土地管

理局からのヘリウム販売の制限が供給サイドの主な

原因である。 
小泉氏が示した今後のヘリウム生産をめぐる動き

の中で、とりわけ注目を集めたのは 2021 年以降に予

定されているロシア、シベリアでの新たなヘリウム生産

プロジェクトの紹介であろう。今後も需要の増大が見

込まれる中、ヘリウムの需給バランスの改善には供給

の増大が必須で、このシベリアプロジェクトが予定通

りに稼働すればヘリウムが購入できなくなる最悪の事

態は回避されるのではないかという期待が示された。

一方、過去に備蓄されたヘリウムを売却していた

BLM のガスとは事情が異なり、このシベリアプロジェ

クトで供給されるヘリウムガスにはインフラ開発コスト

が乗ってくることになるために、ヘリウム価格の高止ま

りは避けられないだろうという見通しが示された。 
また、今回のヘリウム危機に対応して、ヘリウムガス

の代替にアルゴンガスを用いたり、リークテストに水素

ガスを混ぜたりしてヘリウムガスの消費を減らす取り

組みが紹介された。一方で、ヘリウムガスの産業規模

は小さく、日本全体の輸入額で年間数百億円程度と

液化天然ガスより２桁小さい。そのため、業界を挙げて

ヘリウムの回収と再液化に取り組むほどの経済的メリ

ットを見出すことが難しいという指摘がなされた。 

これに関連して、企業からの参加者からは非常に多

量のガスを用いる工場では回収と再液化をしてヘリウ

ムをリサイクルして利用しているという報告もあった。そ

の工場で使われるヘリウムの量は東大全体（年間で

液にして５０万リットル程度）よりも１桁ほど多いという

ことで、その規模になるとさすがに回収設備の採算が

とれるようだが、生産プロセスの都合上、回収率が大

学のように９割近くになることはなく、多くのガスの購

入が必要になるということであった。 
今回のワークショップでは、半導体や光ファイバー業

界の方から詳しい動向を知ることは叶わなかった。主

催者である我々に、そういった分野へのつて
．．

があまり

ないこともあったが、やはり企業秘密の問題などもあり、

そう簡単にヘリウムガスの利用状況について公にして

情報共有できるものでもないようであった。加えて、使

用後のヘリウムガスの回収と再利用にはヘリウムガス

に含まれる不純物やヘリウムガスの貯蔵・運搬などに

かかる様々なコストの問題などがあり、現時点で民間

業者もまじえてヘリウムリサイクルをすすめるには非常

に高い技術的ハードルがあるように思えた。 
 

今後の方策について 

会議後半では今後の対策として何ができて、そのた

めに必要な方策が話し合われた。 
物性研低温液化室職員の土屋光氏からはヘリウム

リサイクルに必要な規制緩和について提案があった。

名工大や阪大での取り組みを参考に、物性研液化室

でも外部液化の取り組みを始めている。その概略を示

したのが図 4 である。検討しているのは、液化施設の

無い大学や研究所からもガスを回収して、物性研の

液化施設を使って液体ヘリウムを提供するという枠組

みである。 
この際に問題となるのは、使用後のヘリウムガスを

いかに圧縮して保管するかである。ヘリウムガスを効

率的に運搬するためにはできるだけ高圧に圧縮して

運搬することが必要となる。物性研の液化施設では研
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究室から回収したガスを精製したのちに、15 MPa 程

度まで圧縮して、カードルと呼ばれる高圧ボンベを並

べた容器に充填される。室温で 1 MPa 以上のガスを

製造することになるので、回収施設は高圧ガス製造所

となって自治体の定める安全審査をクリアする必要が

あり、また規模によっては担当者が高圧ガス製造保安

責任者の免許を取る必要が出てくる。このため、回収

用にヘリウム圧縮機を設置して貯蔵するためには、費

用だけでなく手続き上も大きなハードルがある。 
それに対して、高圧ガス製造所としての手続きを必

要としない簡易回収スキームが図 5 の案②である。

回収用のバルーンに常圧で保管しておき、バルーンに

ガスがたまってきたら、トラックに回収圧縮機と高圧カ

ードルを積んだ「ヘリウム回収トラック」で回収に回る

という案である。バルーンに貯蔵するヘリウムガスは常

圧であるから大量のガスを溜めることはできないが、

この場合は高額のヘリウム圧縮機が不要になり、高圧

ガス保安法に対応する設備も移動式の高圧ガス製造

設備となるヘリウム回収トラックだけになるので、より

簡便にヘリウムリサイクルを進めることができると考え

られる。 
そもそもヘリウムガス自体は、窒息の危険を除いて、

可燃性や毒性もない安全なガスである。実は高圧ガ

ス保安法には適用除外項目というものがあり、ヘリウ

ムを含む不活性ガスは 5 MPa まで適用除外となって

いる。そのため、5 MPa までの回収圧縮設備を持つの

も一案である。また、ヘリウムガスの窒息の危険性を

考えると、圧力よりも量に対する規制のほうが重要と

考えられる。そのため、扱う量の少ない研究所等の小

規模利用者に対する特例として、この適用除外を 15 
MPa まで拡大できればよりリサイクルを進めやすくな

るという提案もあった。 
 

最後に日本物理学会副会長の勝本信吾氏からヘ

リウム危機に対する緊急声明案について説明があっ

た。 
この会議を通じて繰り返し訴えられたことは、ヘリウ

ムのさらなるリサイクルを進めることが必要になってい

ることである。全量を輸入に頼るヘリウムガスのうち、

再利用されているのは研究機関で使われる～５％程

図 4：物性研におけるヘリウム再液化事業概略図。土屋氏の講演スライド[3]より。 
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度であると考えられる。逆に言えば、日本全体で見た

ときにはヘリウムガスリサイクルを進める余地は非常

に大きい。 
一方、ヘリウムガスのリサイクルにかかるコストは非

常に高い。新たにヘリウム回収用の配管、不純物を取

り除く精製装置に、回収用圧縮機、液化機を設置する

となると十億円規模の予算が必要で、それらの運転に

必要な人的コストと高額の維持費用も毎年発生する。

小規模な研究機関や事業所ではとてもこの費用に見

合う効果は見いだせないから、ヘリウムを使い捨てた

ほうが経済的である。すなわち、今後必要なことはい

かに効率よく、低コストでヘリウムのリサイクルを進め

ていくかということである。 
 このための取り組みとして注目を集めたのが、大阪

大学における JAXA の外部液化の取り組みのように、

大学の持つ液化設備を周辺の研究機関に開放する

取り組みである。このワークショップでは沖縄科学技

術大学院大学（OIST）のヘリウムガスを琉球大学の

液化機を利用して再液化する取り組みも紹介された。

OIST で液体ヘリウムを使う装置が増えてきたが、規

模的に液化回収設備を新設するよりも琉球大学にガ

スを運んでそこで液化したほうが低コストでヘリウム

の再液化ができるという報告であった。この場合、

OIST で必要な設備は回収圧縮設備だけになるので

大幅に費用を節約することができる。また、琉球大学

にとっても液体ヘリウム利用者が増えることで、維持

管理費用を賄えるメリットがある。 
 このように大きな大学にある液化設備を近隣の大

学・研究所間で共有していく取り組みは今後のモデル

ケースとなりうるように思われた。幸いなことに、日本に

は比較的大きな液化設備を持つ大学が各地に存在し

ている。こうした液化施設を地域のハブ機関として近

隣の研究機関間で共有する取り組みは非常に有望で

あるように思われた。国内にはヘリウムガスを液化す

る設備は大学などの研究機関にしかなく、液体ヘリウ

ムを輸入するガス会社で蒸発したヘリウムガスを再液

化できるところはほとんど無いようである。研究機関の

持つヘリウム液化設備を開放して、民間企業で使わ

れたガスの再利用にもつなげることができれば、日本

全体のヘリウムリサイクルに非常に大きな効果があげ

図 5：現在検討されている回収設備を持たない施設からの改修案。土屋氏の講演スライド[3]より。 
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られるだろう。 
 しかし、こうした対策をするにも相当の予算措置が必

要である。今後、数年にわたってヘリウムが手に入りに

くい状況が続くことを鑑みれば、緊急にこうした予算措

置を求める提言が必要である。そこで、物理学会を中

心として 6 学会，2 研究機関連絡会と 39 機関でまと

めた緊急提言が「ヘリウムリサイクル社会を目指して」

[8]である。この提言は以下の３つの提案からなる。 
 
1. 日本では，希少で貴重な資源であるヘリウムを

極力リサイクルして使用すべきである． 
2. 研究機関のヘリウムユーザー，関連企業，政府は

協力してヘリウムリサイクルを推進するための環

境整備を行い，研究・企業活動を通してのリサイ

クルに努めるべきである． 
3. 将来のヘリウム危機に備えての備蓄施設の整備

が望ましい． 
 

このうち、2.ではさらに以下の３点が強調されている。 

2-1. 制度的環境整備 

2-2. 回収再液化システム導入の促進 

2-3. 新しい回収精製技術開発研究，代替物質研究

の促進 

「制度的環境整備」は規制緩和も含めたヘリウムリサ

イクルを加速するための環境整備を訴えており、残り

の２つではヘリウムリサイクルに向けた国の積極投資

の必要性を訴えている。特に、ヘリウムリサイクルのた

めの回収・液化設備の新設や、ヘリウム消費量の少な

い新型 MRI への補助、半導体産業などで使われた

後の不純物の混じったガスの精製のための技術開発、

ヘリウムに代わる代替物質の探索などへの予算措置

が重要である。 
 この提言の 3. では、ヘリウムガスに対しても石油の

ような備蓄施設を持つべきだという意見が提案されて

いる。ヘリウム備蓄設備の必要性については ISSP ワ

ークショップでも複数の講演者からその必要性が訴え

られた。全量を輸入に頼るヘリウムガスは、これまでに

諸外国の影響を受けて様々な「ヘリウム危機」を迎え

てきた。こうした事態に対処するためには石油・石油ガ

スのようにある程度の量を国内に備蓄しておいて、こ

れらのトラブル時に備えることが重要である。欧米と異

なり、ヘリウムガス田の岩盤を利用した地下貯蔵は日

本では難しいために、ヘリウムを貯蔵するには液化す

るか高圧に圧縮して貯蔵する必要がある。日本には研

究機関を中心に高圧・液化ヘリウムを扱う低温施設

が各地に存在する。こうした研究機関を地域の備蓄ハ

ブとする小規模備蓄設備を設置することでヘリウム輸

入量の激変があったときにそれを緩和することが可能

になるだろう。また、効率的なヘリウムの貯蔵方法につ

いてはさらなる技術開発も重要になると考えられる。 

さいごに 

 この「ヘリウム危機」は見方を変えれば、ヘリウムリサ

イクルに必要な技術開発や制度を整理する、「絶好の

好機」なのかもしれない。地球から毎年採取できるヘ

リウム資源が限られているのに対して、データセンター

用のヘリウム充填ハードディスクから超電導リニア中

央新幹線に量子コンピュータまで、新規のヘリウム需

要は世界中で増えるばかりである。こうした状況の中、

国内のヘリウムリサイクルを進めて、省ヘリウム技術開

発を進めれば日本の産業にとって大きなアドバンテー

ジとなるであろう。2010 年の日中間の緊張の高まりを

契機として顕在化した「レアアース危機」では、その後

の「レアアース総合対策」[9]等によってレアアースの

使用量を減らす新技術開発や代替物質開発が進展

し、日本の産業力向上につながった。地球上のヘリウ

ムはまさしく「レア元素」であり、その替えのきかない特

性から今後も重要な元素としての地位を維持すること

は間違いない。まずは研究機関規模でのヘリウムリサ

イクルの枠組みと基礎技術の開発を進め、そこで蓄積

されたノウハウを産業分野を含めたヘリウム利用者全

体に広げることで社会全体に大きなインパクトを与え

ることができるだろう。政府にはこうした活動への支援

をお願いしたい。 
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 このワークショップ開催前には、物理のごく一分野で

ある物性実験関係者以外にはこのヘリウム危機の問

題意識は共有されないのではないかという不安があ

った。しかし、蓋を開けてみると天文分野でのバルーン

や観測衛星に使うヘリウムから、加速器に使われる超

伝導磁石の冷媒、化学分析に用いられる電子スピン

共鳴、核スピン共鳴、最新のクライオ電子顕微鏡まで

非常に幅広い分野に影響が及んでいることが分かっ

た。これは物理学会が中心としてまとめた共同声明に

非常に多くの学会・研究機関が名を連ねていることが

如実に示している。さらに、様々な産業界でも大きな問

題になっている実態が明らかになりつつある。このワー

クショップや学会共同声明によって研究者が社会に上

げた声が、日本をヘリウムリサイクル先進国とする契

機になることを切望する。 
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