
第38回J-PARC利用者協議会議事次第

１．日 時 令和３年７月１３日（火） 13：30 ～ 15：30

２．場 所 Zoomによるオンライン開催

３．議 事

（はじめに）

(1) J-PARCセンター長 挨拶

(2) 利用者協議会及び委員について

(3) 委員長の選出

（確認事項）

(4) 前回議事録の確認

（報告事項１）

(5) J-PARCセンターの近況について

(6) 加速器の状況及び見通しについて

（議論）

(7) アクセス道路について

(8) 利用者協議会からの提言について

施設利用者からの要望・意見について

（高エネルギー、原子核、核変換、中性子科学、ミュオン科学、産業界）

（報告事項２）

(9) MLFからの報告

(10)素粒子原子核ディビジョンからの報告

(11)核変換ディビジョンからの報告

以上



「大強度陽子加速器施設の運営に関する基本協力協定」に基づく 

利用者協議会要項 

 

（目的）  

第１条 この要項は、平成１７年８月８日付けで日本原子力研究所と大学共同利用機関法

人高エネルギー加速器研究機構（以下「ＫＥＫ」という。）との間で締結し平成２１年７月

１日付け及び平成２６年３月３１日付けで独立行政法人日本原子力研究開発機構とＫＥＫ

との間で一部を変更した「大強度陽子加速器施設の運営に関する基本協力協定」第８条第

２項に基づき、利用者協議会（以下「協議会」という。）の運営について定めることを目的

とする。 

 

（任務）  

第２条 協議会は、利用者及び利用者協議会委員の立場から、大強度陽子加速器施設（以

下「Ｊ－ＰＡＲＣ」という。）の次に掲げる事項について協議し、Ｊ－ＰＡＲＣセンター長

に助言する。 

（１）Ｊ－ＰＡＲＣの運営  

（２）Ｊ－ＰＡＲＣの利用  

（３）その他Ｊ－ＰＡＲＣセンター長が利用者及び利用者協議会委員の意見を聞くことが

必要と認められる事項 

 

（助言の取扱）  

第３条 Ｊ－ＰＡＲＣセンター長は、前条に基づき得られた助言について、必要と認める

時は、運営会議、両機関の長等に報告するものとする。 

 

（組織）  

第４条 協議会の委員は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構及びＫＥＫの職員並

びにＪ－ＰＡＲＣの利用者２０名程度で組織する。 

 

（任期）  

第５条 前条に掲げる委員の任期は、３年を超えない期間とし、再任を妨げない。ただし、

その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（委員長）  

第６条  協議会に委員長を置き、委員の互選によって定める。  

２ 委員長は、協議会の会務を総理する。  

３ 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を行う。 



 

（招集）  

第７条  協議会は、必要に応じ、委員長がこれを招集する。 

 

（庶務）  

第８条  協議会の庶務は、Ｊ－ＰＡＲＣセンターにおいて処理する。 

 

（雑則）  

第９条  この要項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、Ｊ－ＰＡＲＣ

センター長が別に定める。 

 

 

 

  

 



分野 氏名 所属機関及び職位

石塚　正基 東京理科大学理工学部物理学科　教授

南條 　創 大阪大学大学院理学研究科　准教授

森　俊則 東京大学素粒子物理国際研究センター　教授

小松原　健
高エネルギー加速器研究機構

J-PARCセンター素粒子原子核ディビジョン　ディビジョン長

中村　哲 東北大学大学院理学研究科　教授

永江　知文 京都大学大学院理学研究科　教授

佐久間　史典 理化学研究所開拓研究本部　専任研究員

澤田　真也
高エネルギー加速器研究機構

J-PARCセンター素粒子原子核ディビジョン　副ディビジョン長

ﾊﾄﾞﾛﾝﾎｰﾙﾕｰｻﾞｰ会 三輪　浩司 東北大学大学院理学研究科　准教授

木村　宏之 東北大学多元物質科学研究所　教授

山口　敏男 福岡大学　研究特任教授

加美山　隆 北海道大学大学院工学研究院　教授

益田　隆嗣 東京大学物性研究所　准教授

加倉井　和久 一般財団法人総合科学研究機構　サイエンスコーディネーター

大友　季哉
高エネルギー加速器研究機構

J-PARCセンター物質・生命科学ディビジョン　ディビジョン長

久保　謙哉 国際基督教大学教養学部アーツ・サイエンス学科　教授

足立　匡 上智大学理工学部機能創造理工学科　教授

下村　浩一郎
高エネルギー加速器研究機構

J-PARCセンター物質・生命科学ディビジョン　副ディビジョン長

小島　優子 三菱ケミカル株式会社分析物性研究所　主幹研究員

岸本　浩通 住友ゴム工業株式会社研究開発本部分析センター　センター長

今井　英人 株式会社日産アーク解析プラットフォーム開発部　テクニカルディレクター

MLF利用者懇談会 日野　正裕 京都大学複合原子力科学研究所　准教授

茨城県 児玉　弘則 茨城県産業戦略部　技監

山下　了 東京大学素粒子物理国際研究センター　特任教授

卞　哲浩 京都大学複合原子力科学研究所　准教授

辻本　和文 日本原子力研究開発機構原子力基礎工学研究センター　副センター長

：新規委員 任期：令和6年3月末まで

核変換

令和3年度 J-PARC利用者協議会　委員名簿

高エネルギー

原子核

中性子

ミュオン

産業界



センター長報告

小林 隆

２０２１．７．１３
J-PARC利用者協議会
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齊藤前センター長(現素核研所長)
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春日井好己(7.1)



副センター長所掌範囲2021.4.1~

• 宮本副センター長
– 全施設の安全、安全D、新増設・申請関係

• 脇本副センター長
– JAEAに関わること（予算、人事）、MLF（施設）、核変換

、情報セキュリティ、産連携(JOINなど)
– J-PARC関連スペース(研究棟など)マネ

– センター会議運営

• 内藤副センター長
– KEKに関わること（予算、人事）、加速器施設、広報、低

温S、大学／国際連携、アクセス道路

– D長会議運営
3



All time goal
• J-PARCからのサイエンスの成果を最大化する
ことにより、「社会」へ貢献すること。

• 社会
• 人類
• 日本の科学技術
• 日本の将来を支える若い人
• 地域社会
• 子どもたち
• J-PARC構成員自身
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J-PARCの課題
•成果の最大化と社
会への貢献

• 全体運営
• JAEAとKEKの共同運営
• 放射線申請、原子力安全協定
• よりユーザーフレンドリーな施設に

• アクセス道路
• 人員
• 技術サポート不足

• 予算
• 運転時間不足
• 保守費不足によるダウンタイム

• 大強度安定運転の実現
• RCS/MLF: 1MW安定ビーム・標的

• 現行プロジェクト完成
• 1MW安定/750kW実現
• ハイパーカミオカンデ(1.3MW)
• COMET-I

• 施設高度化・次期プロジェクト実現
• ミュオン・MLF・ハドロンビームライン
高度化、拡充

• g-2予算化を目指す

• 将来計画
• ハドロンホール拡張
• COMET-II
• MLF: TS2、重イオンなど

• 将来計画と現行計画の両立
• 安全
• ADS

• TEF-T実現をめざす
• 要素技術の開発

• 内外との連携
• 産学連携
• 大学との連携

• 国際化
• アジア、世界の拠点へ
• 国際貢献獲得

• 社会へのアウトプット
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３年間の大きな目標

• 全体運営
• ユーザーフレンドリーな施設のためにアクセス
道路の実現を目指す

• 予算
• 運転時間、保守費不足解消のため最大限の努力
• より経済的な運転を模索する

• 電気代(~50)、維持費、保守スキーム
• 外部との連携強化

• 産学連携
• 国際貢献

• 国費：
• とにかく成果を最大化し訴える。
• 新たなスキームを考えられないか

• 大強度安定運転の実現
• RCS/MLF: 1MW安定ビーム実現
• MR電源アップグレード、７５０kW設計強度実
現

• 成果の最大化
• 運転時間最大化
• 大強度化
• 論文化率の向上(MLF)

• MLFと相談しながらサポートの向上を目指す

• 現行プロジェクト建設
• ハイパーカミオカンデ(1.3MW)
• 2022年度COMET-I完成させる。

• 施設高度化・次期プロジェクト実現
• ミュオン・MLF・ハドロンビームライン
高度化、拡充

• g-2予算化を目指す
• ハドロンテストビームランの実現をなん
とか考えたい

• 将来計画
• ボトムアップの議論をもり立て、計画の
さらなる具体化

• ハドロンホール拡張
• プロポーザルをPACで議論できるレベルに。

• MLF: TS2など
• 安全のさらなる向上
• 国際化、国際貢献

• 国際的なプロモーションを継続
• J-PARCシンポジウムを一度開く

6

前述のすべての課題に取り組みながら、特にこの3年間には、



＊近未来計画の推進とユーザービーム確保の
両立

– ハイパーカミオカンデへのビーム・施設増強

– MLF 1 MW の安全定常運転に向けた施設増強

– ハドロン施設の新旧ビームラインからの成果創出

– 施設稼働率＞９０％を維持して、最大限ビーム供
給

＊成果創出の継続的加速
– MLF：サイエンスグループの活動を加速

– 大学など内外研究機関・企業との連携をさらに強
化

– 次年度以降の予算獲得を着実に準備し、外部資
金の獲得を加速

– JRR-3との連携による成果の最大化

＊将来計画を更に具体化する
– 文科省ロードマップを予算化

– MLFの将来計画を明確化

– ADS開発を計算科学と要素技術開発で加速

＊リスクを意識・共有し、安全確保を徹底

＊次世代へ技能と設計理念の継承

＊施設運営の効率化

＊社会への還元
– アクセス道路の実現でさらに開かれた研究

施設へ

– 積極的な発信で社会の理解を拡大する

– 気候変動問題の解決に貢献

令和3年度運営基本方針
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行事、予定

• 3/4, 5  IAC
• 3/23 利用者協議会

• 5/28 J-PARC安全の日

• 6/16 J-PARC運営会議

• 7/7-9 J-PARC ハドロン実験施設拡張計画に関する国際ワーク

ショップ

• 7/13-10/3 国立科学博物館企画展「加速器-とてつもなく大きな

実験施設で宇宙と物質と生命の謎に挑んでみた-」
• 村山さん(7/24)、機構長の講演

• 7/13 13:30- 利用者協議会 (リモート)
• 7/14-16 J-PARC PAC 
• 7/15 13:00- MLF産業利用報告会

• 8/27 加速器施設安全シンポジウム（予定)
8



国際助言委員会（IAC）

• １年に１回

• J-PARC全体のパフォーマンスをレ
ビュー

• 2020年は中止

• 2021年3月4日、5日

9



Recommendations

10

各D(ACC、MLF、PN、ADSに対する助言は予備に)



～10 months interruption 
due to the earthquake

～1 month interruption 
due to the fire in MLF

Beam Power History at MLF

Interruption due to troubles 
of Hg-target

Earthquake

Accident at 
Hadron Facility

1 MW eq. pulse

500 kW

1 MW eq. beam

700 kW

as of June 23, 2021



Beam stop due to 
the earthquake

Beam stop due to the 
radioactive material 
leak incident in HEF

As of Jun. 30, 2021
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• Fast extraction ~ 515 kW (2.66 x1014 ppp), the world highest ppp in synchrotrons.
• Slow extraction ~ 64 kW (~ 7.0 x1013 ppp) for users with the world highest extraction 

efficiency of 99.5 %
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安全ディビジョン

７．放射線業務従事者年度更新教育（外来者向 556名）4～5月
（DVD送付による各社での教育） 2021年度版ビデオ：以下の項目を更新・追加

「新センター長メッセージ」 「法令改正：目の水晶体の 「研究成果の紹介」
等価線量限度の変更」

８．2021年度 J-PARC「安全の日」（5/28）：Zoomウェビナー開催
・2020年度良好事例表彰

・J-PARCにおける安全作業の紹介：
「RCS施設における作業管理」

加速器第２Sec 谷 教夫 氏

・講演：「ANAグループ整備部門の安全を支える
アサーション文化について」
ANA 整備センター 業務推進部 鍋島 哲 氏

・記録映像上映 「J-PARC放射性物質漏えい事故－科学的側面を中心に－(2021年度版)」
14



RI変更申請の状況及び計画

 R2年度の変更申請（10/５申請）
ミュオンSラインの変更、Hラインの新設、NU2排水設備の増設
※ 規制庁コメントにより線量再評価 ⇒ 3/15補正申請 ⇒ 6/9許可

 R3年度（第１回）⇒ 申請見送り
NUビーム増強（650kW → 750kW：所期の目標）

※ Ｒ２年度申請の許可が当初の見通しより遅延しており、このままでは次回
以降の計画が大きく遅延するおそれがあるため、本申請をスキップし、
次回申請で、NU:650kW ⇒1.3MWとするよう計画を見直した。

 R3年度（第２回案）議論検討中
1) NUビーム増強（1.3MW)
2) HD COMET（phase-α）
3) MLF ミュオン加速器（Hラインの延長）
4) MLF気体廃棄処理設備の変更、等
1)～3)については、平成20年に、茨城県及び東海村に提出したJ-PARC全体
計画（「大強度陽子加速器施設全体計画について」）の範囲を超える内容であ
ることから、自治体への説明を継続して行う。
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申請許可長期化の自己防衛

• 長期化を想定し、申請スケジュールも数年先まで見
越して、長期的申請スケジュールをたて、準備をす
すめる

16

スケジュールの現状案 (変更あり)



高出力ターゲットの設計中性子源の運転状況

損傷を抑制するために、標的先端近傍の気泡量を
増やして圧力波を低減
• 流動解析による水銀標的容器構造の改良

改良構造
・バブラー前方移動

(浮上気泡低減で気泡量増加)
・バブラー2分割

(水銀流動・容器強度を考慮)

案内羽根
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気泡効果の数値解析by OKITA
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水銀中の気泡の体積分率

気泡半径

気泡が多い
ほど低減効
果大

現在

1MWで
必要

• 中性子源は4月5日から6月24日まで
700kWの利用運転を実施。6月24日より
600kWで利用運転を実施。

• 今年度4月以降の平均施設稼働率は
97.9%の高水準を維持.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

施
設

稼
働

率
[%

]

ビ
ー

ム
出

力
[k

W
]

ビーム出力

日々の施設稼働率

気泡体積
分率

容器先端のA縦断面

A
バブラー

 気泡量の増加と深さ方向に一様な気泡分布で、1MW, 
5000h 運転に必要な気泡条件を実現の見込み．

 現在製作中の15号機に反映．（R4年度末完成予定）
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ミュオンセクション
S1：5 Tesla µSR分光器コミッショニング

•3008個の陽電子

検出器（同種の装
置では世界最多）
を備えた高磁場測
定用のµSR分光器
CYCLOPSが稼働。

ミュオンビームによ
る調整運転が進行
中。

↑CYCLOPSで観測さ

れた崩壊陽電子の時
間ヒストグラム（上流・
下流それぞれ合算）。

基盤技術開発

a) BL10で試験中の中性子検出器。奥行き12cmへ薄型
化(従来品の約4割)。 b) 良好な位置線形性を確認

12 cm

Sensitive area:
25.6 x 25.6 cm

a) b)

薄型化したシンチレータ中性子
検出器モジュールを開発

BL18実験装置の高度化のため2次元ｼﾝﾁﾚｰﾀ中

性子検出器の薄型化・高性能化を進めている。今
回、検出ヘッド部のさらなる見直しを進め、従来比
4割となる奥行き12cmのコンパクトな検出器モ

ジュールを開発した。現在、装置設置のために製
作した3台を試験中である。本検出器は、軽量、薄

型であり実験現場へ容易に設置できることから、
装置への据付利用のみならず、スポット測定等の
汎用的な利用への展開も期待されます。
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JSNS^2 ステライルニュートリノ探索

20

JSNS2 : 最初の物理ラン (2021/Jan/12-
June/23) 無事終了

• 600kW (1/12-4/5)  700kW (4/5-6/22).
• ~1.5 x 1022 POT 

600kW
700kW

Hourly POT (x 1018)

5

0 2/2 3/4 4/3 5/3 6/2

Integrated POT (x 1020)
2/2 3/4 4/3 5/3 6/2

0

delivered
acquired

1.52 x 1022 POT (delivered)
1.45 x 1022 POT (JSNS2 acquired) 
(~13% of approved POT)



Muon g-2/EDM 実験計画
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• FY2022予算概算要求準
備中



ニュートリノ実験施設
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• 3/8～3/19、4/8～4/27運転
– 510kWで非常に安定運転
– 初Gd入りスーパーカミオカンデでの測定
– 運転計画の約80%の物理ラン時間
– ニュートリノモードデータ：1.8e20POT 

• Total 38e20POT
– 約１．５年の長期メンテ

• ハイパーカミオカンデ計画のためのJ-PARCの
高度化(FY2019補正から予算化)

– MR、ニュートリノビーム１．３MW化
– 前置検出器高度化
– 要求通りの予算プロファイルで措置
– 約1.5年の長期増強期間で大掛かりな大強度化
– HyperK 中間検出器 (IWCD)計画準備中

• ハイパーカミオカンデ検出器着工



ハドロン実験施設
 ビーム運転

 3/27-4/7, 5/10-6/30
 MRの遅い取り出しシステムの静電セプタム交

換後初めてのビーム→真空の様子を見ながら
慎重にビーム強度増強（45kWまで）

 45  60  64kW 安定運転
 運転効率９３％以上

 実験
 E03（Ξ-Fe原子のX線分光）@K1.8：データ収集完

了
 E42（Hダイバリオン探索）@K1.8
 E73（3

ΛHの寿命測定）@1.8BR
3
ΛH収量の測定（パイロットラン）
 T78（8GeV bunched-SX study）@K1.8BR COMET

実験のためのビーム測定
 E14（KL→π0ννbar稀崩壊）@KL
 E16（ベクター中間子の質量スペクトル変化）

@high-p
 COMET Phase-I：建設中

 2022年完成を目指して建設終盤急ピッチ

 ハドロン拡張実現のための議論
 国内、国際ワークショップ
 国際レビュー 8/10, 11, 17



核変換ディビジョン
J-PARC 陽子ビーム照射施設関連の２つの研究会開催

『大強度加速器による材料照射施設の可能性』 (3/30)
 開催主旨： ADS材料等の照射研究のためのJ-PARC

陽子ビーム材料照射施設計画を紹介し、加速器照射
施設の役割やニーズについて議論。

 主な議論： 世界的な照射施設不足により若い材料
研究者の多くは照射経験がなく、照射施設は材料研
究および人材育成の点で極めて有用。 産学官が連
携し、材料照射研究コミュニティの強化を。

材料照射施設 (3/30) ソフトエラー (3/31)
J-PARC 24 12
JAEA・KEK 18 11
公的研究機関 9 8
大学 12 11
民間企業 17 22
不明 0 2
合計 80 66

参加者数（Zoom接続実績）

『J-PARCにおける半導体ソフトエラー研究の展開』 (3/31)
 開催主旨： 国内の半導体ソフトエラー研究の展開を

紹介、J-PARCにおけるソフトエラー試験が可能な照射
施設計画や研究者の有機的連携について議論。

 主な議論： J-PARC施設が実現すれば、最適なソフト
エラー試験環境となる。ソフトエラーは想像以上に日
常で発生していることを、一般社会に認知してもらうこ
とが重要。

24



KEKの将来計画の議論の状況
• 2020年度

– KEKロードマップ(2022-
2027)策定

– KEK Science Advisory 
Committee (SAC)でレ
ビュー

• 3/19,20,30, 2021

• 2021年度
– KEK Project 

Implementation plan (PIP)
策定

• 新規予算要求を要するプ
ロジェクトの要求優先順位
付け

25

• 設計強度の実現
• ビームタイムと高度化のバランス
• HyperKのための高度化
• Muon g-2/EDM
• ハドロンホール拡張
• COMET Phase-II
• MLF第２ターゲットステーションのR＆D



• 関連コミュニティとのコミュニケーション、意見集
約は、素核研、物構研を中心に進めらている



次期中長期目標・計画策定に向けた提言（案）
JAEAの次期中長期目標・計画の検討について

6/28 文科省原子力研究開発・基盤・人材作業部会で議論された提言案（関連箇所抜粋）

【重点分野2】原子力科学技術に係る多様な研究開発の推進による、イノベーションの創出
• JRR-3 や J-PARC 等の技術基盤を活用した幅広い基礎基盤研究(研究開発のDXを含む) 
• 研究開発成果の社会実装や、原子力以外の分野を含む産学官の共創によるイノベー
ション創出への取組の強化

【重点分野3】産業界や大学等と連携して我が国全体の研究開発や人材育成に貢献するために
必要なプラットフォーム機能の充実

• 大型の原子力研究施設の維持・高度化・共用や知識基盤等の整備・共同利用
• 大学や産業界と連携した原子力人材の育成

今後の予定
８月：提言がとりまとめ
９〜１２月：中長期目標・計画素案作成（外部評価委員会等の事前審査）
１〜３月：中長期目標・計画策定

 JAEAはR３年度で第３期中長期目標期間を終え、R4年度から7年間の第４期中長期
目標期間に入る。

 文科省にて次期中長期目標・計画策定に向けた提言が検討されている。



平成20年12月の稼働開始以来、

多くのユーザーがJ-PARCに来訪している。

総数：延べ 337,567人日

１日最大人数 248人（H28.5.27)１日最大外国人数 167人（H25.1.23）

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

外国人 1,359 14,815 14,216 8,945 14,935 10,130 12,324 11,900 11,056 11,410 10,655 9,756 1,369

日本人 2,588 12,740 14,814 6,594 17,307 11,598 18,501 16,791 21,520 21,073 25,286 20,770 15,115

2,588 

12,740 14,814 

6,594 

17,307 

11,598 

18,501 16,791 
21,520 21,073 

25,286 
20,770 

15,115 

1,359 

14,815 
14,216 

8,945 

14,935 

10,130 

12,324 
11,900 

11,056 11,410 

10,655 

9,756 

1,369 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000
外国人
日本人

H20.12 – H21.3

ハドロン事故
（H25.5.23)

東日本大震災
（H23.3.11)

3,947

27,555 29,030

15,539

32,242

21,728

30,825
28,691

32,576

来訪施設別

外国人・日本人別来所者数推移（人日）

ユーザーズオフィス
Users Office

32,483

うち、H20年度 3,947人日
H21年度 27,555人日
H22年度 29,030人日
H23年度 15,539人日
H24年度 32,242人日
H25年度 21,728人日
H26年度 30,825人日
H27年度 28,691人日
H28年度 32,576人日
H29年度 32,483人日
H30年度 35,941人日
R1年度 30,526人日
R2年度 16,484人日

所属機関別

30,526

Ｊ－ＰＡＲＣ ユーザー来所者数（令和3年3月末現在）

35,941

ニュートリノ

117,385 人日
34.8%

ハドロン

84,361 人日
25.0%

ＭＬＦ

120,007 人日
35.5%

加速器 他

15,814 人日
4.7%

国内大学

183,633人日

54.4%

公的研究機関

20,650人日

6.1%

民間企業

11,744人日

3.5%

外国機関

121,458人日

36.0%

その他

82人日

0%

16,484

１日最大人数 161人（R2.12.11）
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主なアウトリーチ活動の状況

開催日 タイトル 場所

第47回 4/23 身近なサイエンスで学ぶ加速器のしくみ 於：アイヴィル オンライン併用

第48回 5/28 続・新型ニュートリノ出現か？！ 感染拡大市町村に東海村が指定されたためオン
ラインのみ

第49回 6/25 量子でひもとくタンパク質の「かたち」と「はたらき」 於：アイヴィル オンライン併用

■J-PARCハローサイエンス開催 月末の金曜日18：00-19：00 各回20名程度参加

■J-PARCハローサイエンス科学実験教室
於：おーくす船場学童クラブ 講師：茨城大学大学院生
4/2 1～2年生 コマ作り実験、 3～6年生 歳差運動実験

■広報誌関係 J-PARCニュース毎月末発行

広報セクション
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J-PARCハローサイエンス

https://www.j-parc.jp/c/events/hello-science/

動画あり！

～月１で、東海駅前アイヴィルでサイエンスカフェ
オンライン配信も開始(インタラクティブ)
録画もいつでも視聴可

https://www.j-parc.jp/c/events/hello-science/


2021/4/1 核スピン偏極化資料での偏極中性子回析による構造解析法の開発

2021/4/16 理想の水素原子で未知の物理現象を探索するミュオニウムのマイクロ波分光実験がスタート

2021/5/11 化学的圧力で単結晶の欠陥を制御して最低熱伝導率を達成

2021/6/3 H–イオンの低温高速伝導を実現

2021/6/24 地球形成初期、鉄への水素の溶け込みは硫黄に阻害されていた

2021/7/2 企画展「加速器 －とてつもなく大きな実験施設で宇宙と物質と生命の謎に挑んでみた－」開催およびプレス内
覧会実施のお知らせ

2021/7/7 MLF産業利用報告会の開催について（取材案内）

■プレスリリース

■取材対応
2021/4/20 未知の素粒子、検証へ 4/22 茨城新聞朝刊１面

2021/5/7 素粒子物理学をゆるがす ミュー粒子の最新測定 5/26 ニュートン7月号

2021/5/18 ミュオンg-2実験について NHK 放送枠未定

2021/5/27 素粒子で探る宇宙の法則 下（本当の姿知るチャンス） 6/27 東京新聞朝刊14面

2021/6/2 発見へとつながる万華鏡（snap shot） 6/24 読売新聞夕刊5面

2021/6/15 建設中のハイパーカミオカンデ 「永遠」は本当なのか 6/20 東京新聞朝刊12面

主な報道関係

2021/4/22 標準理論を超える新物理発見なるか！？ミュオンg-2実験の最新情報を徹底解説（9社22名参加） 日経サイエンス(5/25発売)掲載

2021/6/25 小惑星リュウグウ試料分析開始にあたり オンライン記者会見・見学会（34名参加） 茨城新聞6/29朝刊1面

■プレス勉強会



32https://www.kahaku.go.jp/event/2021/07accelerator/

https://www.kahaku.go.jp/event/2021/07accelerator/
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https://kc-i.jp/activity/chogakko/researcher/

https://kc-i.jp/activity/chogakko/researcher/


利用者協議会の委員選定について（報告）

１．概要

利用者協議会の委員の任期が2021年（令和3年）3月末で終了したことを受け、

別紙のとおり委員会の委員を選定し、委嘱を行うこととしたい。委員の任期は

2024年（令和6年）3月末までとする。

２．利用者協議会について

利用者協議会は、平成17年8月8日付けで日本原子力研究所と大学共同利用機関

法人高エネルギー加速器研究機構（以下「ＫＥＫ」という。）との間で締結し平成

21年7月1日付け及び平成26年3月31日付けで独立行政法人日本原子力研究開発機構

とＫＥＫとの間で一部を変更した「大強度陽子加速器施設の運営に関する基本協力

34

令和3年6月16日

第72回J-PARC運営会議



協定」第８条第２項に基づき置かれた協議会で、利用者及び利用者協議会委員の立

場から、大強度陽子加速器施設（以下「Ｊ－ＰＡＲＣ」という。）の（１）Ｊ－Ｐ

ＡＲＣの運営 （２）Ｊ－ＰＡＲＣの利用 （３）その他Ｊ－ＰＡＲＣセンター長が

利用者及び利用者協議会委員の意見を聞くことが 必要と認められる事項について

協議し、Ｊ－ＰＡＲＣセンター長に助言をすることとされている。また、利用者協

議会の委員は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構及びＫＥＫの職員並びに

Ｊ－ＰＡＲＣの利用者２０名程度で組織し、任期は３年を超えない期間で再任を妨

げないこととなっている。

３．その他

利用者協議会は、年２～３回開催され、2018年度（平成30年度）は２回（10

月、3月）、2019年度（令和元年度）は１回（10月）、2020年度（令和２年

度）は３回（6月、11月、3月）開催されている。
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別紙
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氏名 所属 職位 分野

1 新規 石塚　正基 東京理科大学理工学部物理学科 教授

2 新規 南條 　創 大阪大学大学院理学研究科 准教授

3 再任 森　俊則 東京大学素粒子物理国際研究センター 教授

4 新規 小松原　健
高エネルギー加速器研究機構

J-PARCセンター　素粒子原子核ディビジョン
ディビジョン長

5 新規 中村　哲 東北大学大学院理学研究科 教授

6 再任 永江　知文 京都大学大学院理学研究科 教授

7 新規 佐久間　史典 理化学研究所開拓研究本部 専任研究員

8 再任 澤田　真也
高エネルギー加速器研究機構

J-PARCセンター　素粒子原子核ディビジョン
副ディビジョン長

9 新規 三輪　浩司 東北大学大学院理学研究科 准教授 ﾊﾄﾞﾛﾝﾎｰﾙﾕｰｻﾞｰ会

10 新規 木村　宏之 東北大学多元物質科学研究所 教授

11 新規 山口　敏男 福岡大学 研究特任教授（名誉教授）

12 新規 加美山　隆 北海道大学大学院工学研究院 教授

13 新規 益田　隆嗣 東京大学物性研究所 准教授

14 再任 加倉井　和久 一般財団法人総合科学研究機構 サイエンスコーディネーター

15 再任 大友　季哉
高エネルギー加速器研究機構

J-PARCセンター　物質・生命科学ディビジョン
ディビジョン長

J-PARC利用者協議会委員（１/２）

高エネルギー

原子核

中性子
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J-PARCセンター　素粒子原子核ディビジョン　ハドロンセクション キョウト ダイガク フクゴウ ゲンシリョク カガク ケンキュウジョ		セクションリーダー				⇒		澤田　真也		高エネルギー加速器研究機構
J-PARCセンター　素粒子原子核ディビジョン キョウト ダイガク フクゴウ ゲンシリョク カガク ケンキュウジョ		副ディビジョン長		shinya.sawada@kek.jp		素核Divisionから ソカク 

		ﾊﾄﾞﾛﾝﾎｰﾙﾕｰｻﾞｰ会 カイ		佐久間　史典 サクマ フミノリ		理化学研究所　開拓研究本部 リカガク ケンキュウジョ		専任研究員 センニン ケンキュウイン				⇒		三輪　浩司		東北大学大学院理学研究科 ダイガク		准教授				2021年度のユーザー会会長 ネンドノ  カイギ  カイチョウ 

		中性子 チュウセイ シ		藤田　全基		東北大学金属材料研究所 ガク キンゾク ザイリョウ ケンキュウショ		教授 キョウジュ				⇒		木村　宏之		東北大学多元物質科学研究所		教授		hiroyuki.kimura.b5@tohoku.ac.jp

				鳥飼  直也		三重大学大学院工学研究科 コウガク		教授 キョウジュ				⇒		山口　敏男 オトコ		福岡大学		研究特任教授（名誉教授） メイヨ キョウジュ

				山室　修		東京大学物性研究所		教授 キョウジュ				⇒		加美山　隆		北海道大学大学院工学研究院 ホッカイドウ ダイガク		教授		takashik@eng.hokudai.ac.jp

				井手本  康		東京理科大学理工学部先端化学科		教授 キョウジュ				⇒		益田　隆嗣		東京大学物性研究所		准教授		masuda@issp.u-tokyo.ac.jp

				加倉井　和久 カクライ カズヒサ		一般財団法人総合科学研究機構 イッパン ザイダンホウジン ソウゴウ カガク ケンキュウ キコウ		サイエンスコーディネーター				⇒		加倉井　和久		一般財団法人総合科学研究機構		サイエンスコーディネーター		k_kakurai@cross.or.jp

				大友　季哉 オオトモ キ ヤ		高エネルギー加速器研究機構　
J-PARCセンター　物質・生命科学ディビジョン		ディビジョン長				⇒		大友　季哉		高エネルギー加速器研究機構　
J-PARCセンター　物質・生命科学ディビジョン		ディビジョン長		toshiya.otomo@j-parc.jp

		ミュオン		秋光　純		岡山大学異分野基礎科学研究所
広島大学キラル物性研究拠点 ヒロシマ ダイガク ブッセイ ケンキュウ キョテン		特任教授 トクニン キョウジュ				⇒		久保　謙哉		国際基督教大学教養学部
アーツ・サイエンス学科		教授

				足立　匡 アダチ タダシ		上智大学理工学部機能創造理工学科 ジョウチ ダイガク リコウ ガクブ キノウ ソウゾウ リコウ ガッカ		教授 キョウジュ				⇒		足立　匡		上智大学理工学部機能創造理工学科		教授		t-adachi@sophia.ac.jp

				下村　浩一郎 シモムラ コウイチロウ		高エネルギー加速器研究機構　
J-PARCセンター　物質・生命科学ディビジョン コウ カソクキ ケンキュウ キコウ ブッシツ セイメイ カガク		副ディビジョン長				⇒		下村　浩一郎		高エネルギー加速器研究機構　
J-PARCセンター　物質・生命科学ディビジョン		副ディビジョン長		koichiro.shimomura@kek.jp

		産業界 サンギョウ カイ		杉山　純		一般財団法人総合科学研究機構 イッパン ザイダン ホウジン ソウゴウ カガク ケンキュウ キコウ		サイエンスコーディネーター				⇒		小島　優子		三菱ケミカル株式会社
サイエンス＆イノベーションセンター		主任研究員		kojima.yuko.mp@m-chemical.co.jp

				岸本　浩通		住友ゴム工業株式会社　研究開発本部　分析センター スミトモ コウギョウ カブ ケンキュウ カイハツ ホンブ ブンセキ		センター長				⇒		岸本　浩通		住友ゴム工業株式会社
　研究開発本部分析センター スミトモ コウギョウ カブ ケンキュウ カイハツ ホンブ ブンセキ		センター長		h-kishimoto.az@srigroup.co.jp

				今井　英人 イマイ ヒデト		株式会社日産アーク　解析プラットフォーム開発部		部長				⇒		今井　英人		株式会社日産アーク
解析プラットフォーム開発部		部長		imai@nissan-arc.co.jp

		MLF利用者懇談会 リヨウシャ コンダンカイ		日野　正裕		京都大学複合原子力科学研究所 キョウト ダイガク フクゴウ ゲンシリョク カガク ケンキュウジョ		准教授				⇒		日野　正裕		京都大学複合原子力科学研究所 キョウト ダイガク フクゴウ ゲンシリョク カガク ケンキュウジョ		准教授		hino@rri.kyoto-u.ac.jp

		茨城県 イバラキケン		児玉　弘則 　 コダマ ヒロノリ		茨城県産業戦略部 イバラキケン サンギョウ センリャク ブ		技監				⇒		児玉　弘則 　 コダマ ヒロノリ		茨城県産業戦略部 イバラキケン サンギョウ センリャク ブ		技監		h-kodama@pref.ibaraki.lg.jp

		核変換 カク ヘンカン		山下　了 ヤマシタ リョウ		東京大学素粒子物理国際研究センター トウキョウ ダイガク ソリュウシ ブツリ コクサイ ケンキュウ		特任教授				⇒		山下　了 ヤマシタ リョウ		東京大学素粒子物理国際研究センター トウキョウ ダイガク ソリュウシ ブツリ コクサイ ケンキュウ		特任教授		satoru@icepp.s.u-tokyo.ac.jp

				卞　哲浩 ベン テツヒロ		京都大学複合原子力科学研究所 キョウト ダイガク フクゴウ ゲンシリョク カガク ケンキュウジョ		准教授				⇒		卞　哲浩 ベン テツヒロ		京都大学複合原子力科学研究所 キョウト ダイガク フクゴウ ゲンシリョク カガク ケンキュウジョ		准教授		pyeon@rri.kyoto-u.ac.jp

				辻本　和文		日本原子力研究開発機構　原子力基礎工学研究センター ニホン ゲンシ ケンキュウ カイハツ キコウ ゲンシ キソ コウガク ケンキュウ		副センター長				⇒		辻本　和文		日本原子力研究開発機構
原子力基礎工学研究センター ニホン ゲンシ ケンキュウ カイハツ キコウ ゲンシ キソ コウガク ケンキュウ		副センター長		tsujimoto.kazufumi@jaea.go.jp



																：再任 サイニン
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		J-PARC利用者協議会 リヨウシャ キョウギカイ



						氏名 シメイ		所属 ショゾク		職位 ショクイ		メールアドレス		分野 ブン ヤ		内諾 ナイダク

		1		新規 シンキ		石塚　正基		東京理科大学理工学部物理学科		教授				高エネルギー コウ

		2		新規 シンキ		南條 　創		大阪大学大学院理学研究科 オオサカ ダイガク ダイガクイン リガク ケンキュウカ		准教授

		3		再任 サイニン		森　俊則		東京大学素粒子物理国際研究センター		教授

		4		新規 シンキ		小松原　健		高エネルギー加速器研究機構　
J-PARCセンター　素粒子原子核ディビジョン コウ		ディビジョン長

		5		新規 シンキ		中村　哲 ナカムラ テツ		東北大学大学院理学研究科		教授 キョウジュ				原子核 ゲンシ カク

		6		再任 サイニン		永江　知文 ナガエ シ ブン		京都大学大学院理学研究科 キョウト ダイガク ダイガクイン リガク ケンキュウ カ		教授 キョウジュ

		7		新規 シンキ		佐久間　史典		理化学研究所開拓研究本部 リカガク ケンキュウショ カイタク ケンキュウ ホンブ		専任研究員

		8		再任 サイニン		澤田　真也		高エネルギー加速器研究機構
J-PARCセンター　素粒子原子核ディビジョン キョウト ダイガク フクゴウ ゲンシリョク カガク ケンキュウジョ		副ディビジョン長

		9		新規 シンキ		三輪　浩司		東北大学大学院理学研究科 ダイガク		准教授				ﾊﾄﾞﾛﾝﾎｰﾙﾕｰｻﾞｰ会 カイ

		10		新規 シンキ		木村　宏之		東北大学多元物質科学研究所		教授				中性子 チュウセイ シ

		11		新規 シンキ		山口　敏男 オトコ		福岡大学		研究特任教授（名誉教授） メイヨ キョウジュ

		12		新規 シンキ		加美山　隆		北海道大学大学院工学研究院 ホッカイドウ ダイガク		教授

		13		新規 シンキ		益田　隆嗣		東京大学物性研究所		准教授

		14		再任 サイニン		加倉井　和久		一般財団法人総合科学研究機構		サイエンスコーディネーター

		15		再任 サイニン		大友　季哉		高エネルギー加速器研究機構　
J-PARCセンター　物質・生命科学ディビジョン		ディビジョン長

		16		新規 シンキ		久保　謙哉		国際基督教大学教養学部
アーツ・サイエンス学科		教授				ミュオン

		17		再任 サイニン		足立　匡		上智大学理工学部機能創造理工学科		教授

		18		再任 サイニン		下村　浩一郎		高エネルギー加速器研究機構　
J-PARCセンター　物質・生命科学ディビジョン		副ディビジョン長

		19		新規 シンキ		小島　優子		三菱ケミカル株式会社
サイエンス＆イノベーションセンター		主任研究員		kojima.yuko.mp@m-chemical.co.jp		産業界 サンギョウ カイ

		20		再任 サイニン		岸本　浩通		住友ゴム工業株式会社
　研究開発本部分析センター スミトモ コウギョウ カブ ケンキュウ カイハツ ホンブ ブンセキ		センター長		h-kishimoto.az@srigroup.co.jp

		21		再任 サイニン		今井　英人		株式会社日産アーク
解析プラットフォーム開発部		部長		imai@nissan-arc.co.jp

		22		再任 サイニン		日野　正裕		京都大学複合原子力科学研究所 キョウト ダイガク フクゴウ ゲンシリョク カガク ケンキュウジョ		准教授				MLF利用者懇談会 リヨウシャ コンダンカイ

		23		再任 サイニン		児玉　弘則 　 コダマ ヒロノリ		茨城県産業戦略部 イバラキケン サンギョウ センリャク ブ		技監				茨城県 イバラキケン

		24		再任 サイニン		山下　了 ヤマシタ リョウ		東京大学素粒子物理国際研究センター トウキョウ ダイガク ソリュウシ ブツリ コクサイ ケンキュウ		特任教授				核変換 カク ヘンカン

		25		再任 サイニン		卞　哲浩 ベン テツヒロ		京都大学複合原子力科学研究所 キョウト ダイガク フクゴウ ゲンシリョク カガク ケンキュウジョ		准教授

		26		再任 サイニン		辻本　和文		日本原子力研究開発機構
原子力基礎工学研究センター ニホン ゲンシ ケンキュウ カイハツ キコウ ゲンシ キソ コウガク ケンキュウ		副センター長
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		J-PARC利用者協議会委員（１/２） リヨウシャ キョウギカイ イイン



						氏名 シメイ		所属 ショゾク		職位 ショクイ		メールアドレス		分野 ブン ヤ		内諾 ナイダク

		1		新規 シンキ		石塚　正基		東京理科大学理工学部物理学科		教授				高エネルギー コウ

		2		新規 シンキ		南條 　創		大阪大学大学院理学研究科 オオサカ ダイガク ダイガクイン リガク ケンキュウカ		准教授

		3		再任 サイニン		森　俊則		東京大学素粒子物理国際研究センター		教授

		4		新規 シンキ		小松原　健		高エネルギー加速器研究機構　
J-PARCセンター　素粒子原子核ディビジョン コウ		ディビジョン長

		5		新規 シンキ		中村　哲 ナカムラ テツ		東北大学大学院理学研究科		教授 キョウジュ				原子核 ゲンシ カク

		6		再任 サイニン		永江　知文 ナガエ シ ブン		京都大学大学院理学研究科 キョウト ダイガク ダイガクイン リガク ケンキュウ カ		教授 キョウジュ

		7		新規 シンキ		佐久間　史典		理化学研究所開拓研究本部 リカガク ケンキュウショ カイタク ケンキュウ ホンブ		専任研究員

		8		再任 サイニン		澤田　真也		高エネルギー加速器研究機構
J-PARCセンター　素粒子原子核ディビジョン キョウト ダイガク フクゴウ ゲンシリョク カガク ケンキュウジョ		副ディビジョン長

		9		新規 シンキ		三輪　浩司		東北大学大学院理学研究科 ダイガク		准教授				ﾊﾄﾞﾛﾝﾎｰﾙﾕｰｻﾞｰ会 カイ

		10		新規 シンキ		木村　宏之		東北大学多元物質科学研究所		教授				中性子 チュウセイ シ

		11		新規 シンキ		山口　敏男 オトコ		福岡大学		研究特任教授（名誉教授） メイヨ キョウジュ

		12		新規 シンキ		加美山　隆		北海道大学大学院工学研究院 ホッカイドウ ダイガク		教授

		13		新規 シンキ		益田　隆嗣		東京大学物性研究所		准教授

		14		再任 サイニン		加倉井　和久		一般財団法人総合科学研究機構		サイエンスコーディネーター

		15		再任 サイニン		大友　季哉		高エネルギー加速器研究機構　
J-PARCセンター　物質・生命科学ディビジョン		ディビジョン長





		J-PARC利用者協議会委員（２/２） リヨウシャ キョウギカイ イイン



						氏名 シメイ		所属 ショゾク		職位 ショクイ		メールアドレス		分野 ブン ヤ		内諾 ナイダク

		16		新規 シンキ		久保　謙哉		国際基督教大学教養学部
アーツ・サイエンス学科		教授				ミュオン

		17		再任 サイニン		足立　匡		上智大学理工学部機能創造理工学科		教授

		18		再任 サイニン		下村　浩一郎		高エネルギー加速器研究機構　
J-PARCセンター　物質・生命科学ディビジョン		副ディビジョン長

		19		新規 シンキ		小島　優子		三菱ケミカル株式会社
サイエンス＆イノベーションセンター		主任研究員		kojima.yuko.mp@m-chemical.co.jp		産業界 サンギョウ カイ

		20		再任 サイニン		岸本　浩通		住友ゴム工業株式会社
　研究開発本部分析センター スミトモ コウギョウ カブ ケンキュウ カイハツ ホンブ ブンセキ		センター長		h-kishimoto.az@srigroup.co.jp

		21		再任 サイニン		今井　英人		株式会社日産アーク
解析プラットフォーム開発部		部長		imai@nissan-arc.co.jp

		22		再任 サイニン		日野　正裕		京都大学複合原子力科学研究所 キョウト ダイガク フクゴウ ゲンシリョク カガク ケンキュウジョ		准教授				MLF利用者懇談会 リヨウシャ コンダンカイ

		23		再任 サイニン		児玉　弘則 　 コダマ ヒロノリ		茨城県産業戦略部 イバラキケン サンギョウ センリャク ブ		技監				茨城県 イバラキケン

		24		再任 サイニン		山下　了 ヤマシタ リョウ		東京大学素粒子物理国際研究センター トウキョウ ダイガク ソリュウシ ブツリ コクサイ ケンキュウ		特任教授				核変換 カク ヘンカン

		25		再任 サイニン		卞　哲浩 ベン テツヒロ		京都大学複合原子力科学研究所 キョウト ダイガク フクゴウ ゲンシリョク カガク ケンキュウジョ		准教授

		26		再任 サイニン		辻本　和文		日本原子力研究開発機構
原子力基礎工学研究センター ニホン ゲンシ ケンキュウ カイハツ キコウ ゲンシ キソ コウガク ケンキュウ		副センター長
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氏名 所属 職位 分野

16 新規 久保　謙哉
国際基督教大学教養学部

アーツ・サイエンス学科
教授

17 再任 足立　匡 上智大学理工学部機能創造理工学科 教授

18 再任 下村　浩一郎
高エネルギー加速器研究機構

J-PARCセンター　物質・生命科学ディビジョン
副ディビジョン長

19 新規 小島　優子
三菱ケミカル株式会社

サイエンス＆イノベーションセンター
主任研究員

20 再任 岸本　浩通
住友ゴム工業株式会社

　研究開発本部分析センター
センター長

21 再任 今井　英人
株式会社日産アーク

解析プラットフォーム開発部
部長

22 再任 日野　正裕 京都大学複合原子力科学研究所 准教授 MLF利用者懇談会

23 再任 児玉　弘則 茨城県産業戦略部 技監 茨城県

24 再任 山下　了 東京大学素粒子物理国際研究センター 特任教授

25 再任 卞　哲浩 京都大学複合原子力科学研究所 准教授

26 再任 辻本　和文
日本原子力研究開発機構

原子力基礎工学研究センター
副センター長

核変換

J-PARC利用者協議会委員（２/２）

ミュオン

産業界


Sheet1



		J-PARC利用者協議会 リヨウシャ キョウギカイ



		旧委員（2018年度-2020年度期） キュウ イイン ネン ド ネン ド キ												新委員（2021年度-2023年度期） シン イイン ネン ド ネン ド キ

		分野 ブン ヤ		氏名 シメイ		所属 ショゾク		職位 ショクイ		年齢 ネンレイ				氏名 シメイ		所属 ショゾク		職位 ショクイ		メールアドレス		備考 ビコウ		内諾 ナイダク

		高エネルギー コウ		中家　剛 ナカ イエ ツヨシ		京都大学大学院理学研究科 キョウト ダイガク ダイガクイン リガク ケンキュウカ		教授 キョウジュ				⇒		石塚　正基		東京理科大学理工学部物理学科		教授

				山中　卓 ヤマナカ タク		大阪大学大学院理学研究科 オオサカ ダイガク ダイガクイン リガク ケンキュウ カ		教授 キョウジュ				⇒		南條 　創		大阪大学大学院理学研究科 オオサカ ダイガク ダイガクイン リガク ケンキュウカ		准教授

				森　俊則		東京大学素粒子物理国際研究センター トウキョウ ダイガク ソリュウシ ブツリ コクサイ ケンキュウ		教授 キョウジュ				⇒		森　俊則		東京大学素粒子物理国際研究センター		教授				高エネルギー委員長

				小林　隆 コバヤシ タカシ		高エネルギー加速器研究機構　
J-PARCセンター　素粒子原子核ディビジョン コウ		ディビジョン長				⇒		小松原　健		高エネルギー加速器研究機構　
J-PARCセンター　素粒子原子核ディビジョン コウ		ディビジョン長				素核Divisionから ソカク 

		原子核 ゲンシ カク		田村　裕和 タムラ ヒロカズ カズ		東北大学大学院理学研究科 トウホク ダイガク ダイガクイン リガク ケンキュウカ		教授 キョウジュ				⇒		中村　哲 ナカムラ テツ		東北大学大学院理学研究科		教授 キョウジュ

				永江　知文 ナガエ シ ブン		京都大学大学院理学研究科 キョウト ダイガク ダイガクイン リガク ケンキュウ カ		教授 キョウジュ				⇒		永江　知文 ナガエ シ ブン		京都大学大学院理学研究科 キョウト ダイガク ダイガクイン リガク ケンキュウ カ		教授 キョウジュ				核物理委員長、前利用者協議会会長、前日本物理学会長 カクブツリ  イインチョウ  マエ  リヨウシャキョウギカイ  カイチョウ  マエ  ニホンブツリガッカイチョウ 

				野海　博之		大阪大学核物理研究センター オオサカダイガクカク ブツリ ケンキュウ		教授 キョウジュ				⇒		佐久間　史典		理化学研究所開拓研究本部 リカガク ケンキュウショ カイタク ケンキュウ ホンブ		専任研究員

				澤田　真也		高エネルギー加速器研究機構
J-PARCセンター　素粒子原子核ディビジョン　ハドロンセクション キョウト ダイガク フクゴウ ゲンシリョク カガク ケンキュウジョ		セクションリーダー				⇒		澤田　真也		高エネルギー加速器研究機構
J-PARCセンター　素粒子原子核ディビジョン キョウト ダイガク フクゴウ ゲンシリョク カガク ケンキュウジョ		副ディビジョン長				素核Divisionから ソカク 

		ﾊﾄﾞﾛﾝﾎｰﾙﾕｰｻﾞｰ会 カイ		佐久間　史典 サクマ フミノリ		理化学研究所　開拓研究本部 リカガク ケンキュウジョ		専任研究員 センニン ケンキュウイン				⇒		三輪　浩司		東北大学大学院理学研究科 ダイガク		准教授				2021年度のユーザー会会長 ネンドノ  カイギ  カイチョウ 

		中性子 チュウセイ シ		藤田　全基		東北大学金属材料研究所 ガク キンゾク ザイリョウ ケンキュウショ		教授 キョウジュ				⇒		木村　宏之		東北大学多元物質科学研究所		教授

				鳥飼  直也		三重大学大学院工学研究科 コウガク		教授 キョウジュ				⇒		山口　敏夫		福岡大学		研究特任教授（名誉教授） メイヨ キョウジュ

				山室　修		東京大学物性研究所		教授 キョウジュ				⇒		加美山　隆		北海道大学大学院工学研究院 ホッカイドウ ダイガク		教授

				井手本  康		東京理科大学理工学部先端化学科		教授 キョウジュ				⇒		益田　隆嗣		東京大学物性研究所		准教授

				加倉井　和久 カクライ カズヒサ		一般財団法人総合科学研究機構 イッパン ザイダンホウジン ソウゴウ カガク ケンキュウ キコウ		サイエンスコーディネーター				⇒		加倉井　和久		一般財団法人総合科学研究機構		サイエンスコーディネーター

				大友　季哉 オオトモ キ ヤ		高エネルギー加速器研究機構　
J-PARCセンター　物質・生命科学ディビジョン		ディビジョン長				⇒		大友　季哉		高エネルギー加速器研究機構　
J-PARCセンター　物質・生命科学ディビジョン		ディビジョン長

		ミュオン		秋光　純		岡山大学異分野基礎科学研究所
広島大学キラル物性研究拠点 ヒロシマ ダイガク ブッセイ ケンキュウ キョテン		特任教授 トクニン キョウジュ				⇒		久保　謙哉		国際基督教大学教養学部
アーツ・サイエンス学科		教授

				足立　匡 アダチ タダシ		上智大学理工学部機能創造理工学科 ジョウチ ダイガク リコウ ガクブ キノウ ソウゾウ リコウ ガッカ		教授 キョウジュ				⇒		足立　匡		上智大学理工学部機能創造理工学科		教授

				下村　浩一郎 シモムラ コウイチロウ		高エネルギー加速器研究機構　
J-PARCセンター　物質・生命科学ディビジョン コウ カソクキ ケンキュウ キコウ ブッシツ セイメイ カガク		副ディビジョン長				⇒		下村　浩一郎		高エネルギー加速器研究機構　
J-PARCセンター　物質・生命科学ディビジョン		副ディビジョン長

		産業界 サンギョウ カイ		杉山　純		一般財団法人総合科学研究機構 イッパン ザイダン ホウジン ソウゴウ カガク ケンキュウ キコウ		サイエンスコーディネーター				⇒		小島　優子		三菱ケミカル株式会社
サイエンス＆イノベーションセンター		主任研究員		kojima.yuko.mp@m-chemical.co.jp

				岸本　浩通		住友ゴム工業株式会社　研究開発本部　分析センター スミトモ コウギョウ カブ ケンキュウ カイハツ ホンブ ブンセキ		センター長				⇒		岸本　浩通		住友ゴム工業株式会社
　研究開発本部分析センター スミトモ コウギョウ カブ ケンキュウ カイハツ ホンブ ブンセキ		センター長		h-kishimoto.az@srigroup.co.jp

				今井　英人 イマイ ヒデト		株式会社日産アーク　解析プラットフォーム開発部		部長				⇒		今井　英人		株式会社日産アーク
解析プラットフォーム開発部		部長		imai@nissan-arc.co.jp

		MLF利用者懇談会 リヨウシャ コンダンカイ		日野　正裕		京都大学複合原子力科学研究所 キョウト ダイガク フクゴウ ゲンシリョク カガク ケンキュウジョ		准教授				⇒		日野　正裕		京都大学複合原子力科学研究所 キョウト ダイガク フクゴウ ゲンシリョク カガク ケンキュウジョ		准教授

		茨城県 イバラキケン		児玉　弘則 　 コダマ ヒロノリ		茨城県産業戦略部 イバラキケン サンギョウ センリャク ブ		技監				⇒		児玉　弘則 　 コダマ ヒロノリ		茨城県産業戦略部 イバラキケン サンギョウ センリャク ブ		技監

		核変換 カク ヘンカン		山下　了 ヤマシタ リョウ		東京大学素粒子物理国際研究センター トウキョウ ダイガク ソリュウシ ブツリ コクサイ ケンキュウ		特任教授				⇒		山下　了 ヤマシタ リョウ		東京大学素粒子物理国際研究センター トウキョウ ダイガク ソリュウシ ブツリ コクサイ ケンキュウ		特任教授

				卞　哲浩 ベン テツヒロ		京都大学複合原子力科学研究所 キョウト ダイガク フクゴウ ゲンシリョク カガク ケンキュウジョ		准教授				⇒		卞　哲浩 ベン テツヒロ		京都大学複合原子力科学研究所 キョウト ダイガク フクゴウ ゲンシリョク カガク ケンキュウジョ		准教授

				辻本　和文		日本原子力研究開発機構　原子力基礎工学研究センター ニホン ゲンシ ケンキュウ カイハツ キコウ ゲンシ キソ コウガク ケンキュウ		副センター長				⇒		辻本　和文		日本原子力研究開発機構
原子力基礎工学研究センター ニホン ゲンシ ケンキュウ カイハツ キコウ ゲンシ キソ コウガク ケンキュウ		副センター長



																：再任 サイニン
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Sheet1 (2)



		J-PARC利用者協議会 リヨウシャ キョウギカイ



						氏名 シメイ		所属 ショゾク		職位 ショクイ		メールアドレス		分野 ブン ヤ		内諾 ナイダク

		1		新規 シンキ		石塚　正基		東京理科大学理工学部物理学科		教授				高エネルギー コウ

		2		新規 シンキ		南條 　創		大阪大学大学院理学研究科 オオサカ ダイガク ダイガクイン リガク ケンキュウカ		准教授

		3		再任 サイニン		森　俊則		東京大学素粒子物理国際研究センター		教授

		4		新規 シンキ		小松原　健		高エネルギー加速器研究機構　
J-PARCセンター　素粒子原子核ディビジョン コウ		ディビジョン長

		5		新規 シンキ		中村　哲 ナカムラ テツ		東北大学大学院理学研究科		教授 キョウジュ				原子核 ゲンシ カク

		6		再任 サイニン		永江　知文 ナガエ シ ブン		京都大学大学院理学研究科 キョウト ダイガク ダイガクイン リガク ケンキュウ カ		教授 キョウジュ

		7		新規 シンキ		佐久間　史典		理化学研究所開拓研究本部 リカガク ケンキュウショ カイタク ケンキュウ ホンブ		専任研究員

		8		再任 サイニン		澤田　真也		高エネルギー加速器研究機構
J-PARCセンター　素粒子原子核ディビジョン キョウト ダイガク フクゴウ ゲンシリョク カガク ケンキュウジョ		副ディビジョン長

		9		新規 シンキ		三輪　浩司		東北大学大学院理学研究科 ダイガク		准教授				ﾊﾄﾞﾛﾝﾎｰﾙﾕｰｻﾞｰ会 カイ

		10		新規 シンキ		木村　宏之		東北大学多元物質科学研究所		教授				中性子 チュウセイ シ

		11		新規 シンキ		山口　敏夫		福岡大学		研究特任教授（名誉教授） メイヨ キョウジュ

		12		新規 シンキ		加美山　隆		北海道大学大学院工学研究院 ホッカイドウ ダイガク		教授

		13		新規 シンキ		益田　隆嗣		東京大学物性研究所		准教授

		14		再任 サイニン		加倉井　和久		一般財団法人総合科学研究機構		サイエンスコーディネーター

		15		再任 サイニン		大友　季哉		高エネルギー加速器研究機構　
J-PARCセンター　物質・生命科学ディビジョン		ディビジョン長

		16		新規 シンキ		久保　謙哉		国際基督教大学教養学部
アーツ・サイエンス学科		教授				ミュオン

		17		再任 サイニン		足立　匡		上智大学理工学部機能創造理工学科		教授

		18		再任 サイニン		下村　浩一郎		高エネルギー加速器研究機構　
J-PARCセンター　物質・生命科学ディビジョン		副ディビジョン長

		19		新規 シンキ		小島　優子		三菱ケミカル株式会社
サイエンス＆イノベーションセンター		主任研究員		kojima.yuko.mp@m-chemical.co.jp		産業界 サンギョウ カイ

		20		再任 サイニン		岸本　浩通		住友ゴム工業株式会社
　研究開発本部分析センター スミトモ コウギョウ カブ ケンキュウ カイハツ ホンブ ブンセキ		センター長		h-kishimoto.az@srigroup.co.jp

		21		再任 サイニン		今井　英人		株式会社日産アーク
解析プラットフォーム開発部		部長		imai@nissan-arc.co.jp

		22		再任 サイニン		日野　正裕		京都大学複合原子力科学研究所 キョウト ダイガク フクゴウ ゲンシリョク カガク ケンキュウジョ		准教授				MLF利用者懇談会 リヨウシャ コンダンカイ

		23		再任 サイニン		児玉　弘則 　 コダマ ヒロノリ		茨城県産業戦略部 イバラキケン サンギョウ センリャク ブ		技監				茨城県 イバラキケン

		24		再任 サイニン		山下　了 ヤマシタ リョウ		東京大学素粒子物理国際研究センター トウキョウ ダイガク ソリュウシ ブツリ コクサイ ケンキュウ		特任教授				核変換 カク ヘンカン

		25		再任 サイニン		卞　哲浩 ベン テツヒロ		京都大学複合原子力科学研究所 キョウト ダイガク フクゴウ ゲンシリョク カガク ケンキュウジョ		准教授

		26		再任 サイニン		辻本　和文		日本原子力研究開発機構
原子力基礎工学研究センター ニホン ゲンシ ケンキュウ カイハツ キコウ ゲンシ キソ コウガク ケンキュウ		副センター長
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		J-PARC利用者協議会委員（１/２） リヨウシャ キョウギカイ イイン



						氏名 シメイ		所属 ショゾク		職位 ショクイ		メールアドレス		分野 ブン ヤ		内諾 ナイダク

		1		新規 シンキ		石塚　正基		東京理科大学理工学部物理学科		教授				高エネルギー コウ

		2		新規 シンキ		南條 　創		大阪大学大学院理学研究科 オオサカ ダイガク ダイガクイン リガク ケンキュウカ		准教授

		3		再任 サイニン		森　俊則		東京大学素粒子物理国際研究センター		教授

		4		新規 シンキ		小松原　健		高エネルギー加速器研究機構　
J-PARCセンター　素粒子原子核ディビジョン コウ		ディビジョン長

		5		新規 シンキ		中村　哲 ナカムラ テツ		東北大学大学院理学研究科		教授 キョウジュ				原子核 ゲンシ カク

		6		再任 サイニン		永江　知文 ナガエ シ ブン		京都大学大学院理学研究科 キョウト ダイガク ダイガクイン リガク ケンキュウ カ		教授 キョウジュ

		7		新規 シンキ		佐久間　史典		理化学研究所開拓研究本部 リカガク ケンキュウショ カイタク ケンキュウ ホンブ		専任研究員

		8		再任 サイニン		澤田　真也		高エネルギー加速器研究機構
J-PARCセンター　素粒子原子核ディビジョン キョウト ダイガク フクゴウ ゲンシリョク カガク ケンキュウジョ		副ディビジョン長

		9		新規 シンキ		三輪　浩司		東北大学大学院理学研究科 ダイガク		准教授				ﾊﾄﾞﾛﾝﾎｰﾙﾕｰｻﾞｰ会 カイ

		10		新規 シンキ		木村　宏之		東北大学多元物質科学研究所		教授				中性子 チュウセイ シ

		11		新規 シンキ		山口　敏夫		福岡大学		研究特任教授（名誉教授） メイヨ キョウジュ

		12		新規 シンキ		加美山　隆		北海道大学大学院工学研究院 ホッカイドウ ダイガク		教授

		13		新規 シンキ		益田　隆嗣		東京大学物性研究所		准教授

		14		再任 サイニン		加倉井　和久		一般財団法人総合科学研究機構		サイエンスコーディネーター

		15		再任 サイニン		大友　季哉		高エネルギー加速器研究機構　
J-PARCセンター　物質・生命科学ディビジョン		ディビジョン長





		J-PARC利用者協議会委員（２/２） リヨウシャ キョウギカイ イイン



						氏名 シメイ		所属 ショゾク		職位 ショクイ		メールアドレス		分野 ブン ヤ		内諾 ナイダク

		16		新規 シンキ		久保　謙哉		国際基督教大学教養学部
アーツ・サイエンス学科		教授				ミュオン

		17		再任 サイニン		足立　匡		上智大学理工学部機能創造理工学科		教授

		18		再任 サイニン		下村　浩一郎		高エネルギー加速器研究機構　
J-PARCセンター　物質・生命科学ディビジョン		副ディビジョン長

		19		新規 シンキ		小島　優子		三菱ケミカル株式会社
サイエンス＆イノベーションセンター		主任研究員		kojima.yuko.mp@m-chemical.co.jp		産業界 サンギョウ カイ

		20		再任 サイニン		岸本　浩通		住友ゴム工業株式会社
　研究開発本部分析センター スミトモ コウギョウ カブ ケンキュウ カイハツ ホンブ ブンセキ		センター長		h-kishimoto.az@srigroup.co.jp

		21		再任 サイニン		今井　英人		株式会社日産アーク
解析プラットフォーム開発部		部長		imai@nissan-arc.co.jp

		22		再任 サイニン		日野　正裕		京都大学複合原子力科学研究所 キョウト ダイガク フクゴウ ゲンシリョク カガク ケンキュウジョ		准教授				MLF利用者懇談会 リヨウシャ コンダンカイ

		23		再任 サイニン		児玉　弘則 　 コダマ ヒロノリ		茨城県産業戦略部 イバラキケン サンギョウ センリャク ブ		技監				茨城県 イバラキケン

		24		再任 サイニン		山下　了 ヤマシタ リョウ		東京大学素粒子物理国際研究センター トウキョウ ダイガク ソリュウシ ブツリ コクサイ ケンキュウ		特任教授				核変換 カク ヘンカン

		25		再任 サイニン		卞　哲浩 ベン テツヒロ		京都大学複合原子力科学研究所 キョウト ダイガク フクゴウ ゲンシリョク カガク ケンキュウジョ		准教授

		26		再任 サイニン		辻本　和文		日本原子力研究開発機構
原子力基礎工学研究センター ニホン ゲンシ ケンキュウ カイハツ キコウ ゲンシ キソ コウガク ケンキュウ		副センター長
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利用者協議会について(提案)

• 年に２回程度開催
• 夏、冬

• 施設の現状や各コミュニティのニーズ、将来計画を共有し議論する場

• 利用者協議会として、利用者からの要望をセンター長への「提言書」
という形でまとめる作業をお願いしたい

• 夏
• 施設の現状や当該年度の方針、概算要求の内容などを共有し

• 要望を「提言書」にまとめる

• 冬
• 施設の現状、次年度予算を共有し

• 各コミュニティから将来計画の状況をプレゼンしてもらう？
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「提言書」について（提案）

• 大所高所からの提言を頂きたい

• 年に１度

• J-PARCセンター長宛て
• 両機構のマネージメント(を通じて文科省への可能性)

• ２～３ページ程度

• 一ヶ月程度でまとめていただく

• 各コミュニティのデイリーライフ的な要望については、
別のチャンネルで行います。

• MLF利用者懇談会
• HUA(Hadron hall user association) 物理学会のときに会合＆on-demand
• ユーザーミーティング



予備
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 MLF：630ｋW-740kWのビームパワーで、利用運転を順調に継続中。
 NU：4/8-28 約510ｋWのビームパワー、稼働率90％以上で利用運転を順調に実施した。
 HD：30GeV、及び8GeＶでビーム利用運転/試験運転を実施。

• 5/19-25 8GeVで加速器及びユーザーのビーム試験運転実施。
• HD利用運転を約64kWで実施。6/29 11：47（予定は15:30）で終了。概ね順調に実施できたが、

最後に、QS-VCB盤につながっているトランス（22ｋVを6.6ｋVに降圧する）の油圧異常で停止。
 トランス故障の可能性があるため、MR運転終了。

（2）２０２１年度前半運転状況（R3年4月から）
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KEK SAC report (Part.&Nucl Phys.)

HKCM June 2021

KEKの将来計画の議論の状況



KEK SAC report (Material & Life Science)

HKCM June 2021

KEKの将来計画の議論の状況



加速器の状況及び見通し

2021年7月13日

第38回J-PARC利用者協議会

（１） 2020年度運転統計

（２） 2021年度前半 運転状況

（３） 2021年度後半 運転スケジュール

1



2

（1）2020年度運転統計

Facility User time
(hours)

Trouble,
ACC. Only

(hours)

Trouble,
Faculty only

(hours)

Net time
(hours)

Availability,
Total (%)

MLF 3,291 143 (4.4%) 10 (0.3%) 3,138 95.3

Neutrino (FX) 192 45 (23.4%) 13 (6.8%) 134 69.8

Hadron (SX) 520 161 (31.0%) 15 (2.9%) 344 66.1

Fig. Operation statistics for FY 2020. The total operation time was 4,632hours.



２０２１年度前半運転スケジュール
1）5月の連休は加速器停止。MLF利用運転再開 5/10 17：30
2）MR：5/10立上げ、SX再現性確認。5/11 HD利用運転開始。
3）HD：6/29 15:30まで利用運転。その後、6/30 5：30まで MRビーム試験。
4）MLF：7/15 9:00まで利用運転
5）加速器ビーム試験：7/15-7/20 9：00まで
6）停電：7/28-29 リニアック変電所、7/31-8/1 全所

２０２１年度前半運転スケジュール
1）5月の連休は加速器停止。MLF利用運転再開 5/10 17：30
2）MR：5/10立上げ、SX再現性確認。5/11 HD利用運転開始。
3）HD：6/29 15:30まで利用運転。その後、6/30 5：30まで MRビーム試験。
4）MLF：7/15 9:00まで利用運転
5）加速器ビーム試験：7/15-7/20 9：00まで
6）停電：7/28-29 リニアック変電所、7/31-8/1 全所

MLF利用：84.5日
MR利用：71日
MLF利用：84.5日
MR利用：71日

 HD利用運転
ESS1を予備機に交換し、
3/27から SX運転を再開
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 MLF：630ｋW-740kWのビームパワーで、利用運転を順調に継続中。
 NU：4/8-28 約510ｋWのビームパワー、稼働率90％以上で利用運転を順調に実施した。
 HD：30GeV、及び8GeＶでビーム利用運転/試験運転を実施。

• 5/19-25 8GeVで加速器及びユーザーのビーム試験運転実施。
• HD利用運転を約64kWで実施。6/29 11：47（予定は15:30）で終了。概ね順調に実施できたが、

最後に、QS-VCB盤につながっているトランス（22ｋVを6.6ｋVに降圧する）の油圧異常で停止。
 トランス故障の可能性があるため、MR運転終了。

 MLF：630ｋW-740kWのビームパワーで、利用運転を順調に継続中。
 NU：4/8-28 約510ｋWのビームパワー、稼働率90％以上で利用運転を順調に実施した。
 HD：30GeV、及び8GeＶでビーム利用運転/試験運転を実施。

• 5/19-25 8GeVで加速器及びユーザーのビーム試験運転実施。
• HD利用運転を約64kWで実施。6/29 11：47（予定は15:30）で終了。概ね順調に実施できたが、

最後に、QS-VCB盤につながっているトランス（22ｋVを6.6ｋVに降圧する）の油圧異常で停止。
 トランス故障の可能性があるため、MR運転終了。

（2）２０２１年度前半運転状況（R3年4月から）
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MR機器故障によるHD利用運転の停止事象
• QS-VCB盤（サーキットブレーカー）の誤動作により、直線部に配置した四極電磁石と六極電磁石が停止した。
• この時、HDへのビーム取り出し中で、約1/3のビームがリング内に残っていたため、そのビーム軌道が逸れ、取

り出し機器（ESS#1 ; Electro Static Septum #1）のタングステンリボンに衝突し、ワイヤーが破損した。
• この破損したリボンによりESS #1がショートし、使用不可能となった。
• この時のMR周回電流とビームエネルギーを図１に示す。〇印のことろで、周回ビームが全て損失している。
• この時のビームロスのデータが図２である。正常時と比較して、

ビームロス大きく、リング全体に分布していることが分かる。
 ビームの大半はMR内でロスした。
• また、この時、ビームの一部はHDターゲットに取り出された。
 ターゲットの温度上昇はほとんど見られなかった。
 この事象により、HD利用運転の長期停止となった。

• QS-VCB盤（サーキットブレーカー）の誤動作により、直線部に配置した四極電磁石と六極電磁石が停止した。
• この時、HDへのビーム取り出し中で、約1/3のビームがリング内に残っていたため、そのビーム軌道が逸れ、取

り出し機器（ESS#1 ; Electro Static Septum #1）のタングステンリボンに衝突し、ワイヤーが破損した。
• この破損したリボンによりESS #1がショートし、使用不可能となった。
• この時のMR周回電流とビームエネルギーを図１に示す。〇印のことろで、周回ビームが全て損失している。
• この時のビームロスのデータが図２である。正常時と比較して、

ビームロス大きく、リング全体に分布していることが分かる。
 ビームの大半はMR内でロスした。
• また、この時、ビームの一部はHDターゲットに取り出された。
 ターゲットの温度上昇はほとんど見られなかった。
 この事象により、HD利用運転の長期停止となった。
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slow beam extraction started.

図２：ビームロス

Normal operationNormal operation

This operationThis operation

図１：MR周回電流とビームエネルギー

2021/3/23前回の資料
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VCB開指令
PLC

VCB開指令
（リレー）

VCB開指令2
（新SXAB)

入力電圧

24 V

20 ms

運転中にこれがたたかれる可能性は：
（1）VCB直下のトランス温度
（2）圧力上昇

4/30 4:40 ごろ
（3 GeV study中、ビームなし）

VCB開指令
PLC

VCB開指令
（リレー）

VCB開指令2
（新SXAB)

入力電圧

～30ｍｓ

異常が２秒以上継続

24 V → SX ABはうまくいった。

• トランス圧力高が動作していることが初めて分かった。
 制御機器ではなく、トランス本体からの異常がある。

• 前回までは、30 msec程度の短い信号だったので、トランス周囲に油が飛び散ってない
かなど目視確認して再開した。
 ただし、メーカーは実際にアラームが動作している可能性もあるという見解だった。

• 今回は、最低2秒はアラームが続いていた。
 ノイズではなく、油圧高の継電器が動作し、トランス本体の異常を疑う必要がある。！！

• トランス圧力高が動作していることが初めて分かった。
 制御機器ではなく、トランス本体からの異常がある。

• 前回までは、30 msec程度の短い信号だったので、トランス周囲に油が飛び散ってない
かなど目視確認して再開した。
 ただし、メーカーは実際にアラームが動作している可能性もあるという見解だった。

• 今回は、最低2秒はアラームが続いていた。
 ノイズではなく、油圧高の継電器が動作し、トランス本体の異常を疑う必要がある。！！

6/29 11:47ごろ
（ＨＤビーム利用運転中）



1）MLF利用運転：年間7.2サイクル（159日）で作成
2）加速器の立上げ：11/15
3）MLF利用運転開始：11/30 9：00
4）MLF：3/16 9：00まで利用運転、その後は予備日
＊MRは新電源作業のため、後半運転予定なし。

1）MLF利用運転：年間7.2サイクル（159日）で作成
2）加速器の立上げ：11/15
3）MLF利用運転開始：11/30 9：00
4）MLF：3/16 9：00まで利用運転、その後は予備日
＊MRは新電源作業のため、後半運転予定なし。

MLF利用：74.5日
MR利用：0日
MLF利用：74.5日
MR利用：0日

（３）２０２１年度後半 運転スケジュール



2021/07/13	J-PARC	利用者協議会_アクセス道路

　原科研における南地区アクセス道路は、J-PARCユーザーのアクセス向上、出退勤時間の
渋滞緩和に資すると共に、東海村からは宿地区の活性化の観点からも要望されている。

1

経緯、検討状況 
• (～2013年)　J-PARCでは建設当時から、原科研中央地区を通過せずJ-PARC区域に直接入退域で
きるアクセス道路の整備について検討を重ねたが、実現に至らなかった。 

• 2018年 6月、文部科学省J-PARC中間評価において、「利用者の利便性向上のため、オープンア
クセスの推進(アクセス道路の整備等)について、検討を進めるべきとの評価」を受け、改めて検
討開始した。 

• 2019年 6月、宿区事業説明会前の茨城県会議員との懇談で、県議からアクセス道路等周辺整備
構想が述べられる。 

• 同年、国道 245 号線の拡幅工事に伴う原科研周辺道路の渋滞問題が浮上、東海村においてアク
セス道路の必要性が再認識された。 

• 東海村役場が、村の商工・観光振興面での効果、村内の渋滞緩和の観点から、2020年度予算に
調査費(約400万円)を計上し、道路整備のための概略設計を実施した。 

• 2020年11月に東海村からルート案、事業の分担案が提示された。さらに2021年度に詳細設計を
予定しているとのことで、その実施の可否を12月中に示すよう要請された。 

• 2020年12月、東海村からの要請に対して、事業の分担、整備費用や管理費用の分担などの協議
が十分に行われていないことから、R3年度は費用負担等の協議を9月を目途に行うこととした。

J-PARCアクセス道路について 内藤富士雄
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国道245号線 -Route 245-
＜正門　Main Gate＞

＜南門・業者門 South Gate＞

　　　　　 

建屋設備建設

J-PARC道路建設

東海村道路建設

⑦アクセス道路 
（村道部分）

①　アクセス道路 
（J-PARC分）

②J－PARC門 
警備詰所

④J－PARC門 
バー式ゲート

⑥　アンダーパス門 
全閉可能ゲート

⑤アンダーパス門 

警備詰所 

表参道との交差点

宿地区を抜ける道路は住民の方々の同意を得られなかった。

③J-PARC門 

全閉可能ゲート

ゲート建設

原科研立入制限区域

番号 設備名 設置者 仕様 現状及び予定
① アクセス道路（J-PARC分） J-PARC 幅5.2ｍ 平成25年度中完成予定
② J-PARC門警備詰所 J-PARC プレハブ平屋建て 平成26年度以降に完成
③ J-PARC門全閉可能ゲート J-PARC レール上を移動 平成26年度以降に完成
④ J-PARC門バー式ゲート J-PARC 踏切式 平成26年度以降に完成
⑤ アンダーパス門警備詰所 原科研 プレハブ平屋建て 平成25年度概算要求中
⑥ アンダーパス門警全閉可能ゲート 原科研 レール上を移動 平成25年度概算要求中
⑦ アクセス道路（村道部分） 東海村 幅5.2ｍ 平成26年度以降に完成

2012年9月25日資料
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2020年東海村の提案（例）

真
砂
寮

国
道
24
5号

ヘンデル棟

J-PARCリ
ニ
ア
ッ
ク

八間道路

阿
漕
ヶ
浦
公
園

アクセス道路案の課題

東海村見積額：～4億円（用地買収＋道路建設）
3

周
辺
監
視
区
域

モニタリングポスト

原発の線量評価点

（実際はこの他に、フェンス等の移設、ゲート設置などの費用が別途必要）

JR
R-
3離
隔
＞
33
0m

・周辺監視区域の移動（規制庁：＞３年～６年） 
・モニタリングポスト移動（規制庁：＞2年～3年） 
・原発の線量評価点の移動（原電-規制庁：期間？） 
・保安林解除及び林地開発行為の手続き
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J-PARC内のアクセス道路検討会

検討会委員（敬称略）： 
（MLF）相澤、大友、竹下、（素核）小松原、澤田、藤井、（核変換）前川、
（加速器）近藤、田村、山田、吉井、 
（運営）柴原、高崎、福田、宮本s、村上、山崎、三浦 
　　　　小林、宮本y、脇本、内藤

令和３年度から開催：4/26、5/10、5/17、5/24、6/07、6/14、6/28、7/05

検討会におけるアクセス道路の目的： 
（１）J-PARCメンバー＆ユーザーの利便性向上（渋滞緩和、入構の簡素化） 
（２）原科研の管理上の負担軽減（原子炉関係者とそれ以外の分離、渋滞緩和） 
（３）村の活性化（史跡へのアクセス向上、観光資源誘致、科学の拠点整備、渋滞緩和）
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• 工程に関して以下の2つのケースを想定： 
• ケース A:周辺監視区域及びモニタリングポスト移設が完了してから道路
整備を行う（東海村の素案。周辺監視区域の移設に要する期間を2年と
想定） 

• ケース B:周辺監視区域及びモニタリングポストの移設にかかる許認可手
続きと並行して道路整備を行う。（J-PARCアクセス道路検討会案） 

• 両案の長短書の比較、費用見積もり、財源検討

(*)R3 の協議状況により、開始時期を半年程度前倒し可能 

想定される工程

アクセス道路検討会のまとめを受けてJAEAと協議中



2021/07/13	J-PARC	利用者協議会_アクセス道路

6

● 東海村提案の経路を基本にする。 

● 工程は２段階を構想している。 
● 第一段階：周辺監視区域等は現行のままで、まず道路を建設。 
● 第二段階：周辺監視区域等の位置変更に伴いJAEA-gateの位置も変更。 

● リニアック西側道路が入退勤時に渋滞する場合は、JRR３方面からの通
行を規制（制限）するなど、原科研等とも協議し、運用面において改善
を図る。 

● J-PARCへの外来者等のアクセスの利便性等を考慮して南地区に直接入れ
る経路を設ける際には、職員等の南地区と中央地区の間の移動について
も検討を行う。

アクセス道路検討会の方針（ケースB）
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第一段：周辺監視区域等変更前

駐
車
場

駐
車
場

周辺監視区域等変更後、JAEA-Gateを変更。
ただし、可能な限り西側へ。（リニアック前の渋滞を
避けるため）

第二段：周辺監視区域等変更後

懸念点
・J-PARCユーザーにメリットがあるか？　
・道路建設の分担（村との協議）
・リニアック前道路の退勤時に混雑の可能性

懸念点
・国道交差点からJAEA Gate間の村道認定が必要
・リニアック前の退勤時渋滞

駐車場

Ｊ-ＰＡＲＣアクセス道路（案）
東海村案を元に検討中

村松大神宮

東海十二景村松晴嵐

水戸八景村松晴嵐

村松虚空蔵尊

東
海
十
二
景
細
浦
青
畝

八間道路
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・八間道路のアンダーパスが必要
・リニアック西のアクセス道路接続は封鎖？

追加道路

封鎖？

第二段（別案）南地区に直接入れる道路を作る場合

Ｊ-ＰＡＲＣアクセス道路（案）

アンダーパス

JAEA Gate

J-PARC Gate

懸念点
・八間道路のJAEA Gateでの往来制限
・建設費用の増大
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メリット デメリット

ケースA

•道路完成と同時に一般道として利用可能
（村） 

•道路整備後の追加経費が発生しない
（JAEA/J-PARC） 

•道路完成以降、核物質防護対応、規制庁
対応がないため管理方法も変更がない。
（村・JAEA/J-PARC） 

•道路工事が周辺監視区域外となるため、
トラック等の出入管理が不要（JAEA/J-
PARC）

•道路の実現がケースBと比較して遅い（村・JAEA/
J-PARC） 
•第三者である原電の評価点移設に道路完成時期が
影響を受ける（村・JAEA/J-PARC） 
•設置許可期間が不明瞭なため、計画全体が遅延す
るリスクがある（村・JAEA/J-PARC） 
•計画全体の遅延リスクから予算計画もリスクがあ
る（村・JAEA/J-PARC）

ケースB

•道路の完成時期が周辺監視区域境界移設
のための許認可期間及び原電の評価点移
設に影響されない（村・JAEA/J-PARC） 

•道路の早期実現による渋滞緩和（村・
JAEA/J-PARC） 

•一般道として活用可能となる時期がケース
Aと比較して早い（村） 

•周辺監視区域を境として道路整備費用の分
担が明確（村・JAEA/J-PARC）

•モニタリングポストの移設に設置許可の要否が
不明瞭なため、計画全体が遅延するリスクが
ある。（村・JAEA/J-PARC） 

•道路整備後に警備所の移設が必要となり追加費
用が発生（JAEA/J-PARC） 

•周辺監視区域境界の移設が完了するまで一般道
としての使用ができない（村） 

•道路工事が周辺監視区域内での実施になるの
で、トラック等の出入管理が必要（村・JAEA/
J-PARC）

（検討途中）



2021/07/13	J-PARC	利用者協議会_アクセス道路

11

● メリット・デメリット比較 
● ユーザーの利便性向上 
● 原科研の将来構想 

● 財源の検討 
● 費用の見積もり（分担検討を含む） 

● 計測・設計 
● 用地取得 
● 森林法林地開発許可取得・保安林解除 
● 工事 

● 道路工事 
● モニタリングポスト移設 
● 周辺監視区域移設 
● 初期の警備詰所設置 
● 周辺監視区域移設後の警備詰所設置 

● 維持管理 
● 警備

JAEA及びKEK執行部そして東海村との協議のための検討事項

JAEA及びKEK執行部との協議は随時実施中。 
了解を得た後に、村と協議を実施予定。

利用者協議会の皆様のアクセス道路関するご意見をお願いします。



MLF報告

大友季哉
J-PARC MLF

第38回J-PARC利⽤者協議会



高出力ターゲットの設計中性子源の運転状況

損傷を抑制するために、標的先端近傍の気泡量を
増やして圧力波を低減
• 流動解析による水銀標的容器構造の改良

改良構造
・バブラー前方移動
(浮上気泡低減で気泡量増加)
・バブラー2分割
(水銀流動・容器強度を考慮)

案内羽根
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気泡半径

気泡が多い
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果大

現在

1MWで
必要

• 中性子源は4月5日から700kWの利用運転
を開始し、5月20現在は740kWで順調に利
用運転を継続中.

• 今年度4月以降の平均施設稼働率は
97.9%の高水準を維持.
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l 気泡量の増加と深さ方向に一様な気泡分布で、1MW, 
5000h 運転に必要な気泡条件を実現の見込み．

l 現在製作中の15号機に反映．（R4年度末完成予定）3



物質・生命科学（ＭＬＦ）（中性子利用系）

環境に優しい高効率冷却システムを実現する新酸化物エネルギー材料の発見
-巨大圧力熱量効果による熱制御の実証-

【研究概要・成果】 NdCu3Fe4O12がサイト間電荷移動による一次相転移におい
て25.5 kJ kg−1という巨大な潜熱が生じること、その際のエントロピー変化が84.2 J 
K−1 kg−1という無機固体材料での最高値（室温付近）を示すことを発見した。さら
にこれが特異な鉄イオンのスピン整列に起因することを突き止めた。

【学術・産業への貢献】 圧力熱量効果が最も高効率となる温度範囲を調整す
ることが可能であることも実証した。これは、幅広い温度域で動作する冷却シス
テムを構築することが可能なことを意味する。

Advanced Functional Materials
10.1002/adfm.202009476

3/2
5

プレ
ス

次世代太陽電池材料”有機無機ハイブリッドペロブスカイト”の
圧力印加・同位体置換による高効率化・長寿命化を実現

【中心研究者】 Lingping Kong、Gang Liu（北京高圧科学研究センター）ほか
【研究協力者】 服部高典（JAEA）、佐野亜佐美（JAEA・KEK）ほか

【研究概要・成果】 太陽光発電材料として有望な有機無機ハイブリッドペロブ
スカイト（CH3NH3PbI3）の水素同位体置換を行うことで、結晶構造を高圧化で安
定化させることに成功し、発行特性の高圧下での向上や長寿命化などの点で、
太陽電池としての性能を向上させた。
【学術・産業への貢献】 この研究で応用された同位体置換による方法は、他
のハイブリッドペロブスカイト (例えばホルムアミジニウムイン (HC (NH2) 2

+)やグ
アニジニウムイオン ( (NH2) 3C+)を有する系)にも応用でき、より安定で高性能
なデバイスを設計するのに役立つ。

Advanced Functional Materials
10.1002/adfm.202009131

【中心研究者】 小杉佳久、後藤真人、譚振宏、菅大介、島川祐一（京大化研）、藤田麻哉（産総研）

【研究協力者】 齊藤高志、神山崇（KEK）など

3/2
9

プレ
ス

H体とD体を用いた太陽電池セルで測定した光
電変換効率の比較

外場（圧力）を加えることで、蓄熱と放熱をおこなう

4



物質・生命科学（ＭＬＦ）（中性子利用系）

チタン酸バリウム ナノキューブの合成と粒子表面の原子配列の可視化に成功
高性能小型電子デバイスの開発に期待

【研究概要・成果】 通常1000℃以上で合成される強誘電体のチタン酸バリウ
ム (BaTiO3)について、80℃以下という低温領域での合成を可能とした。さらに、
核生成と結晶成長を200℃で制御することによりBaTiO3のナノキューブ化に成功、
その粒子表面がチタンカラムで表面再構成されていることを見出した。

【学術・産業への貢献】 今後この粒子表面に、人工的な格子欠陥を導入し、原
子配列をコントロールすることで、飛躍的な誘電特性の発現が期待でき、高性
能小型電子デバイスの開発が期待される。

ACS Omega
doi.org/10.1021/acsomega.0c05878

3/3
1

プレ
ス

核スピン偏極化試料での偏極中性子回折による構造解析法の開発
水素の位置情報を選択的に抽出

【中心研究者】 三浦大輔、宮地義之、岩田高広 (山形大)、熊田高之、関根
由莉奈、元川竜平、中川洋、大場洋次郎（JAEA）、大原高志、高田慎一、廣
井孝介（J-PARC）、森川利明、河村幸彦、大石一城、鈴木淳市（CROSS）

【研究概要・成果】 核スピン偏極技術と偏極中性子散乱測定技術を組み合
わせ、従来法では得ることが難しい水素の位置情報や水素の凝集・分散状
態を抽出する中性子粉末結晶構造解析法を開発した。

【学術・産業への貢献】 水素機能材料をはじめ、ポリマーや生体高分子など
水素含有結晶試料の構造解析の解明に貢献することができる。構造解析の

結果から機能の解明や、材料開発の改善などに役立つと考えられる。

Journal of Applied Crystallography
https://doi.org/10.1107/

S1600576721000303

【中心研究者】 中島光一、小名木海飛、小林芳男、石垣徹（茨城大）、関野徹、
垣花眞人（阪大）、殷シュウ（東北大）、米田安宏（JAEA）、石川喜久（CROSS）

4/1

プレ
ス

従来法 (a)では全元素が散乱する (赤)一方, 新測定
法 (b)では水素の散乱成分を選択的に抽出できる

BaTiO3ナノキューブの表面再構成

(赤色：チタン原子、緑色：バリウム
原子)

5



物質・生命科学（ＭＬＦ）（中性子利用系）

化学的圧力で単結晶の欠陥を制御して最低熱伝導率を達成
-中性子ホログラフィーでマグネシウム錫化合物にドープしたホウ素の役割を解明-

【研究概要・成果】 安価で環境に優しい熱電変換材料として注目されているマグ
ネシウム錫化合物単結晶において、変換効率に寄与する空孔欠陥の量を、ホウ
素による部分置換による化学的圧力で制御できることを、中性子ホログラフィーに
より明らかにした。

【学術・産業への貢献】 部分置換元素として、熱伝導率を減少するホウ素と、電気
伝導率を増加するアンチモンを同時に使用することで、マグネシウム錫化合物単
結晶の熱電変換性能をさらに向上させることができると期待される。

ACS Applied Energy Materials
doi: /10.1021/acsaem.1c00670

5/1
1

プレ
ス

【中心研究者】 齋藤亘（東北大）、林慶（東北大）、宮﨑讓（東北大）
【研究協力者】 原田正英（JAEA）、大山研司（茨城大）、林好一（名工大）など

ホウ素部分置換したマグネシウム錫化合物単結
晶の (左) ホウ素周辺の原子像と (右) 結晶構造

人材育成活動の加速 ～学生の受入を積極的に推進

JAEA特別研究生
【中性子利用セクション】
宇津木茂樹 （総研大 D1, 4/1 ~ 3/31）
田中誠也 （諏訪東京理科大 D2, 4/1 ~ 3/31）
中部倫太郎 （名古屋大 D1, 4/1 ~ 3/31）
廣田夕貴 （摂南大 D2, 4/15 ~ 7/15）
村崎遼 （東北大 D3, 4/1 ~ 6/30）
井上凜香 （お茶大 M1, 10/1 ~ 1/31 予定）
【共通技術開発セクション】
高橋慎吾 （茨城大 M2, 4/1 ~ 3/31）
長谷川拓郎 （名古屋大, M2 6/1 ~ 8/31）

JAEA学生実習生
【中性子利用セクション】

Pharit Piyawongwatthana
（東北大 D3, 5/10 ~ 6/30）

【共通技術開発セクション】
小林龍珠 （茨城大 B4, 5/1 ~ 3/31）

総合研究大学院大学新入生
Md. Khalidur Rahman
宇津木茂樹 6



ミュオンセクション
S1：5 Tesla µSR分光器コミッショニング

•3008個の陽電子
検出器（同種の装
置では世界最多）
を備えた高磁場測
定用のµSR分光器
CYCLOPSが稼働。
ミュオンビームによ
る調整運転が進行
中。

↑CYCLOPSで観測さ
れた崩壊陽電子の時
間ヒストグラム（上流・
下流それぞれ合算）。

基盤技術開発

a) BL10で試験中の中性子検出器。奥行き12cmへ薄型
化(従来品の約4割)。 b) 良好な位置線形性を確認

12 cm

Sensitive area:
25.6 x 25.6 cm

a) b)

薄型化したシンチレータ中性子
検出器モジュールを開発

BL18実験装置の高度化のため2次元ｼﾝﾁﾚｰﾀ中
性子検出器の薄型化・高性能化を進めている。今
回、検出ヘッド部のさらなる見直しを進め、従来比
4割となる奥行き12cmのコンパクトな検出器モ
ジュールを開発した。現在、装置設置のために製
作した3台を試験中である。本検出器は、軽量、薄
型であり実験現場へ容易に設置できることから、
装置への据付利用のみならず、スポット測定等の
汎用的な利用への展開も期待されます。

7



MLF⽉例報告より

• BL01を⽤いた中性⼦⾮弾性散乱測定により、磁気励起の分散関係の変化を観測。
理論計算から、不純物（⾮磁性）の効果を観測

Spin texture induced by non-magnetic doping and spin dynamics in 2D 
triangular lattice antiferromagnet h-Y(Mn,Al)O3
Park, P., Park, K., Oh, J. et al., Nat. Commun. 12, 2306 (2021).

https://mlfinfo.jp/ja/

Al無 Al有

実験

計算

Al



• ミュオン S2/H1変更申請許可
• S2については2021A期中に工事完了予定

• リュウグウ試料（はやぶさ２）のD2での測定を実施
• https://www2.kek.jp/imss/news/hayabusa2/

ミュオン
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Proposal round

Available BT(Initial) Instruments Approved
Reserved Not approved Conducted

Number of 2021B proposals is 398.
Neutron : 325
Muon : 73

Earthquake and 
Restoration Work

Hadron 
Incident

Target 
Problem

Change of number of proposals 
General Use Proposals (short-term) (including NUP and P-type proposals)
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3. Number of proposals by applicant’s affiliation 
(Including the number of "Proprietary use” proposals)

2021B 2020B+21
A

Increase/
decrease 2021B 2020B+21

A
Increase/
decrease 2021B 2020B+21

A
Increase/
decrease

154 185 -31 122 160 -38 32 25 +7

30 40 -10 26 37 -11 4 3 +1

18 18 ±0 15 17 -2 3 1 +2

135 132 +3 121 118 +3 14 14 ±0

24 36 -12 17 28 -11 7 8 -1

18 21 -3 8 6 +2 10 15 -5

19 25 -6 16 18 -2 3 7 -4

398 457 -59 325 384 -59 73 73 ±0
!Including Universities, Research Institutes, Companies

Breakdown
Neutron Muon

Number of proposal

Total

Universities in Japan

Foreign Countries !

Companies in Japan

Research Institutes in Japan

CROSS

JAEA

KEK

Applicant's Affiliation

Universities 
in Japan

38%

Companies in 
Japan

8%
Research 

Institutes in Japan
5%

Foreign 
Countries ※

37%

JAEA
5%

KEK
2%

CROSS
5%

Neutron

Universities 
in Japan

44%

Companies in 
Japan

5%

Research 
Institutes in 

Japan

Foreign 
Countries ※

19%

JAEA
10%

KEK
14%

CROSS
4%

Muon
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• MLFでは、装置スタッフの作業の効率化・負担低減や、新型コロナ禍で
の国内外ユーザーの研究機会の確保のため、実験装置の遠隔化を進
めることとしている。

• MLFでは、これまでに各装置グループにおいて、サイト内で実施してき
た遠隔化試験を、サイト外から実施できるようにする。

• MLFとしてはユーザーの来訪が原則（海外施設も同様）

• ガイドラインの作成
• 情報セキュリティ、機器安全、試料輸送
• チェックシートの整備
• 6月末に疑似遠隔実験によるチェックシートの確認

• 夏期停止期間にガイドラインを完成
• 2021Bより、装置担当者による遠隔実験の開始

MLF実験装置の遠隔実験



• 2021/7/15-7/16 ZOOM
• MLF産業利用報告会
• https://neutron.cross.or.jp/ja/events/20210715-16/

• 2021/8/3 ZOOM
• 有機・高分子材料研究会「有機・高分子材料への小角散乱

解析法の展開(第 2 回)」
• 主催：IUSNA、CROSS 
• https://neutron.cross.or.jp/ja/events/20210803/

• 2021/9/9-9/10 ハイブリッド方式
• 第５回 文理融合シンポジウム「量子ビームで歴史を探る -

加速器が紡ぐ文理融合の地平-」
• 主催：KEK物構研

MLF関連シンポジウム・研究会予定

https://neutron.cross.or.jp/ja/events/20210715-16/
https://neutron.cross.or.jp/ja/events/20210803/


• 高エネルギー加速器研究機構（KEK）の所掌 
• 大学共同利用機関　で　学術研究　：利用者とともに自らも研究をして、成果を出す 

• 主に、メインリング加速器（30GeV）からの陽子ビームで実験をする 
• 基礎物理学：大学の理学部でやっているような研究  
　そのために不可欠な先端的技術の開発 

• 物質の構成要素である素粒子やハドロン、原子核、  
ひいては宇宙の成り立ちに関するこれまでにない新たな知見を得る。 
（発見をしなくても、ある現象に制限を与えることが重要な成果である。） 

• 日本が伝統的に強い学問分野 
• 高エネルギー加速器を用いる実験は  
欧米から二十年遅れてスタート（1971年）したが、 
いまでは世界の３極の一つ 

• 世界中の大学や研究機関の研究者が日本に、東海に、実験をしに来る時代

素粒子原子核（素核）ディビジョンからの報告 
2021年7月13日（火）J-PARC利用者協議会　　小松原 健

�	�

�����

�

���

1 210713_利用者協議会_素核.key - 2021年7月13日



核変換ディビジョンからの報告

J-PARCセンター 核変換ディビジョン
前川 藤夫

令和3年 7月 13日（火） 13:30-15:30

第38回 J-PARC利用者協議会

大強度加速器により放射性廃棄物を燃やす

加速器駆動核変換システム

Accelerator Driven nuclear transmutation System (ADS）



陽子ビーム照射施設の検討状況

2

TP+0m

Large components
handling room

Irradiated components handling room

Irradiated components
storage room

Target station

In-cell crane

Power manipulator

Target trolley
TP+8.9m

TP+15.3m

Multi-purpose use room to TEF-P

Linac side

LBE target

Laser charge

exchange250kW

10W

L-TEF BT tunnel

TEF-Pの敷地を活用ホットラボ

TEF-T 多目的利用

1. 中性子重照射
• � ~1012 [n/cm2/s]
• 医療用RI製造試験
• 放射化分析
• 材料照射, 等

2. 高エネルギー中性子ビーム
• � ~108 [n/cm2/s]

• 半導体素子のソフトエ
ラー試験

• イメージング

3. 一部の陽子ビーム利用
• 不安定核ビーム（ISOL）

を用いた研究開発

既存のJ-PARC Linacの
陽子ビーム利用

（400 MeV, 250 kW）

Pb-BiPb-Bi

照射材料（SUS･T91）照射材料（SUS･T91）

400 MeV, 250 kW

PBW

Water or He cooling

照射試料
（加速器標的・窓材料）

陽子ビーム陽子ビーム

照射試料
（核融合炉、原子炉材料） J-PARC ADSターゲット試験施設

（TEF-T）がベースラインの設計．
基本設計は終わっている

（JAEA-Technology 2017-003）

TEF-T

ADS環境を模擬した標的
（流動鉛ビスマス, 500℃）

隣接する土地を有効利用し、
ホットラボ 及び
大強度加速器開発

のためのスペース確保

標的部分拡大

PIE specimens

MLF

HD

NU ･･･

JAEAのホットラボ

大強度
加速器開発

PIE specimens

×



R&D の進捗： ターゲット技術開発セクション

3

 OLLOCHIでの材料腐食試験、第2キャンペーンを開始

 ４月から高温腐食試験ループ OLLOCHI による高温流動鉛ビスマス中
でのADS構造材料の腐食試験の第2キャンペーンとして2000時間の試
験に着手した。

 東工大、基礎工センターからの構造材候補（母材、予備酸化材等）も
装塡。

 夏明けに5000時間の第3キャンペーン開始予定。

酸素濃度制御装置

腐食試験部ポート

高温腐食試験ループOLLOCHI 外観

• J-PARC 実験施設の鉛ビスマス（LBE）ターゲット設置に向け、システム設計を担当

• 将来のLBE冷却ADS実用化も睨み、ターゲット模擬ループ、自然循環ループ、計測機器開
発用ループ等を活用して計装機器・要素技術開発を実施

 LBE自然循環試験ループLAPIN 機能試験を実施

 昨年度、自然循環によるLBEループLAPINを設計・設置した。

 機能試験として、機器の動作及び温度差50℃でのLBE循環を確認。

 今後、LBEの純化や、ADS事故時に重要な自然循環事象シミュレーシ
ョンの検証等に活用していく予定。

LBE自然循環試験ループLAPIN 外観



R&D の進捗： 施設利用開発セクション

4

 陽子ビームモニタ開発

 ADSおよびJ-PARC実験施設の運転に不可欠な、大強
度陽子ビーム照射に耐えうるビーム形状測定モニタ
開発を、J-PARCや量研(TIARA)においてを実施中。

 ADS用加速器開発

 超伝導加速器の設計

 加速器の製作可能性を判断
するため、要素機器である
加速空洞を試作

耐放射線ファイバスコープを用いた蛍光型プロフ
ァイルモニタ開発(QST TIARA)

測定結果ファイバスコー
プ

加速空洞

 核特性試験

 ADSの核特性計算に用いる核データおよび計算コー
ド(PHITS)の予測精度向上のため、J-PARC加速器およ
び京都大学・複合原子力科学研究所の陽子加速器
(FFAG)を用いて核特性試験を実施中。

 高エネルギー陽子と原子核との相互作用の予測
精度向上のため、鉛などの標的における核種を
生成する割合(断面積)の測定

 ビームを受ける機器（ビーム窓など）の損傷指
針となる弾き出し断面積の測定

 陽子が標的に入射する際に生成する中性子のエ
ネルギー分布の測定(J-PARCおよび京都大学)

核種生成断面積

ADSで重要なGeV領域（赤丸内）
では、実験データが数少なく、線
で示した計算結果もバラバラとな
り、今後更なる測定を進める。

Proton energy [MeV]

C
ro

ss
se

ct
io

n
[m

b
]

鉛から127Xeが生成
する割合(断面積)

鉄の弾き出し断面積

鉄に対する数GeV領域の世界
初となる実験値を取得した。
最新の計算モデル(arc)の適用
により実験をよく再現した。



国際協力

5

 ベルギー原子力研究センター（SCK CEN） との協力

 SCK CEN では、照射を主目的とする多目的ADSである MYRRHA計画 を推進

 今年11月の SCK CEN - JAEA 研究協力取決延長に備えオンライン打合せ実施、具体的実施
内容を議論

• 核工学・ADS設計（5/26）

• 鉛ビスマス技術（6/9）

• 加速器開発（6/22）

• 加速器：陽子Linac, 600 MeV, 2.4 ~ 4 mA (max. 2.4 MW)

• ターゲット：鉛ビスマス共晶合金 (LBE)

• 炉心：65 ~ 100 MWth, MOX, keff = 0.95, LBE冷却

• 目的：材料照射, ADS実証, 核変換研究, LFR開発, 医療用RI製造

未臨界炉心

陽子ビーム

MYRRHA

https://www.myrrha.be



実験施設に関連する研究会開催

6

『大強度加速器による材料照射施設の可能性』 (3/30)

 開催主旨： ADS材料等の照射研究のためのJ-
PARC陽子ビーム材料照射施設計画を紹介し、加速
器照射施設の役割やニーズについて議論。

 主な議論： 世界的な照射施設不足により若い材
料研究者の多くは照射経験がなく、照射施設は材
料研究および人材育成の点で極めて有用。 産学
官が連携し、材料照射研究コミュニティの強化を
。

材料照射施設 (3/30) ソフトエラー (3/31)

J-PARC 24 12

JAEA・KEK 18 11

公的研究機関 9 8

大学 12 11

民間企業 17 22

不明 0 2

合計 80 66

参加者数（Zoom接続実績）

『J-PARCにおける半導体ソフトエラー研究の展開』 (3/31)

 開催主旨： 国内の半導体ソフトエラー研究の展開を
紹介、J-PARCにおけるソフトエラー試験が可能な照射
施設計画や研究者の有機的連携について議論。

 主な議論： J-PARC施設が実現すれば、最適なソフト
エラー試験環境となる。ソフトエラーは想像以上に日
常で発生していることを、一般社会に認知してもらう
ことが重要。
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