
第 37 回 J-PARC 利用者協議会議事次第 

 

 

１．日 時  令和 3 年 3 月 23 日（火） 9：30 ～ 12：00 

 

２．形 式  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 

 

（確認事項）  

(2) 前回議事録の確認 

 

（報告事項）  

(3) J-PARC センターの近況について  

 

(4) 令和 3 年度の予算について  

 

(5) 加速器の状況及び見通しについて  

 

(6) MLF からの報告  

 

(7) 素粒子原子核ディビジョンからの報告  

 

(8) 核変換ディビジョンからの報告  

 

（協議事項）  

(9) 施設運営に関するディスカッション  

 

（その他）  

(10) その他 

 

 

以上 



J-PARCの概況
令和３年3月22日

第３７回J-PARC利用者協議会

J-PARCセンター第37回利用者協議会



本日の報告

• 各施設の運転状況
• レビュー
• RI 変更申請の状況
• COVID-19 対応
• 近未来計画の実現
• アウトリーチ
– プレスリリース（オンライン会見も）； ビデオ出前授業など。

• 課題の解決
– アクセス道路

第37回利用者協議会



加速器の運転状況
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加速器運転状況
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Beam Power
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5/18 - 6/24 : 600kW
6/25-27 : 1MM
12/1-12/22： 600kW
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12/10-12/22:
MR/HD
2/10-：HD 60kW 
max.
2/28 : MR failure

l MLF利用運転
• ビームパワー 600kWで安定に実施。稼働率：90％以上

l MR利用運転
• 今年度は、これまでＨＤ利用運転を実施。
• 年末年始の停止後、ＭＲ新電源搬入作業実施
• 2/8より、ビーム調整開始、2/10よりＨＤ利用運転再開。

Ø 最大ビームパワー60kWで利用運転実施
ü 2/28 ＶＣＢ盤の誤動作により、ビーム取り出し機器（ESS＃１）故障。

Ø HD利用運転の長期停止
Ø 3/8 運転モードをＦＸ（ＮＵモード）に切り替え、ビーム調整開始。

第37回利用者協議会



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。
Ø 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。
ü ターゲットの温度上昇は見られなかった。
Ø 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 operation

This operation

図１：MR周回電流とビームエネルギー
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MLF中性子源のビーム運転履歴
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• 標的容器交換（11号機から10号機へ）
• 保守期間中に気体廃棄物処理設備の保守に時間を要し、また標的容器の再交換が必

要となったことで利用運転再開が3週間遅延.
• 2020年4月１日〜2021年3月3日 の利用運転を実施した日数 ：115 日
• 利用運転を実施した期間内の稼働率：92.2%
• 年度目標7.2サイクルに対する今年度の利用運転稼働率（見込み）：81.2 %

ビーム出⼒

2021年3⽉3⽇現在

１⽇あたり
の稼働率

中性子標的容器交換等保守

利用運転開始
の遅延

2020年度中性子源の運転状況
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岐阜大学 仲沢和馬教授 仁科賞受賞！

第37回利用者協議会

仲澤教授たちが発見した「二重超原子核＝ダブルストレンジネス原子核」の数々

仲澤教授の「原子核乾板を用いたダブルストレンジ
ネス原子核の研究」に受賞が決まりました。

写真は岐阜新聞オンラインより

これらのダブルストレンジネス原子核を調べるこ
とにより、Ξ粒子と核子の間の核力やΛ粒子間の
核力がわかる。



新型機

必要最⼤磁場 1.7T à

定格電流 2000A

常⽤磁場 1.54T à

ニュートリノ報告
ニュートリノ実験施設
- 3/1に超伝導遮断試験、全機器通電試験を⾏ない、
ビーム受⼊レディを確⽴した。
- 3/5からホーン連続通電試験を開始、ビーム開始まで継続。
- 3/8からビーム運転を開始した。
- 3/19に定期検査（運転時線量測定）実施予定。

増強プロジェクト
- ⼀次ビームライン最下流の新型振り下げ電磁⽯が納品された。
磁場測定を⾏ない、必要磁場までの⾮飽和を確認した。
- 新型パルストランスが3/10に納品された。
主要部品コロラド発送、等々、順調に製作進⾏中。
- 1.3MW申請に関わる特別部会第3回を3/3に開催、
結果は3/12の放射線安全評価委員会で報告された。
同委員会では、750kW申請についても審議の予定。
1.3MW等J-PARC⼤強度化計画の概要について、
県・村への事前説明も⾏われた。

新磁⽯ 設計・製作・磁場測定︓
ハドロンの広瀬恵理奈⽒、武藤史真⽒

第37回利⽤者協議会



ニュートリノ報告
T2K実験（E11）
-オフアクシス測定器の稼働は断念、
オンアクシス測定器INGRIDと新測定器Wagasci/BabyMINDでデータ収集中。
- ND増強の１つ、SuperFGDのシンチレータキューブ
200万個の製作が完了した。
釣⽷を⽤いた組⽴も完了。

SK
- Gd導⼊後初めての
ニュートリノビームデータを取得中。

Hyper-K
- 中間検出器候補地選定のためのボーリング調査を実施。
- HK-PACを2⽉下旬にリモート開催した。
HKコラボレーションミーティングを開催中。

NINJA（T81）
- 重⽔標的を⽤いたデータ収集中。

SuperFGD ;
1cmx1cmx1cmのキューブを200万個並べ、
ファイバーでxyz3⽅向から読み出し、
３次元情報を得る。

第37回利⽤者協議会



物質・生命科学（ＭＬＦ）（中性子利用系）

2020年度量子ビームサイエンスフェスタ 第12回MLFシンポジウム
2021年3月9日（火）～ 3月11日（木） オンライン
量子ビームサイエンスフェスタは、異なるプローブ (放射光、中性子、
ミュオン、低速陽電子など)を用いる研究者間の交流を通して、将来の量
子ビーム利用研究のあり方を考える場となることを目指して2015年度よ
り開催されてきた。9日に行われたMLFシンポジウムでは、施設の現状,、
コロナ禍での取り組み、中長期計画についてMLFから報告を行った。さ
らに、ユーザーからの要望に対するMLFの対応についても説明を行った。

第37回利用者協議会



物質・生命科学（ＭＬＦ）（中性子利用系）

中性子寿命の謎、解明に向けた新実験が始動
－第３の手法により中性子寿命問題の解明に挑む－

Progress of Theoretical and Experimental Physics
doi： 10.1093/ptep/ptaa169

1/8

プレ
ス

希土類を含まない世界最高クラスの酸素イオン伝導体を発見
- 燃料電池・センサー・電子材料等の開発を加速 -

Nature Communications 
doi: 10.1038/s41467-020-20859-w1/2

5

プレ
ス

発見したBa7Nb3.9Mo1.1O20.05の高い酸化物イオン伝導度（右図

の赤丸と赤線）、本質的な酸素欠損層の原子配列（左）とイオ
ン移動経路（中央）O5は原子Ba1とO1の隙間に存在する酸素
原子（格子間酸素）である。
©Masatomo Yashima and Nature Publishing Group.

【研究概要・成果】 既存の手法とは異なる新しい手法で中性子寿命を測
定する装置を開発し、最初の実験結果を得ました。

【学術・産業への貢献】 原子核を形作る粒子のひとつである中性子の崩壊
は、宇宙の元素合成のメカニズムや素粒子物理学に深く関連しています。
今回の成果を元に中性子の崩壊寿命の測定精度を向上させることで、宇宙
の進化の謎にさらに迫ることが期待されます。

【中心研究者】 八島正知（東工大）、辻口隆史（東工大）など
【研究協力者】 鳥居周輝 （KEK）、神山崇（KEK）、Stephen J. 
Skinner（インペリアルカレッジロンドン）など
【研究概要・成果】 従来の材料を凌駕する世界最高クラスの酸
化物イオン伝導度を示す新しい酸化物イオン伝導体
Ba7Nb3.9Mo1.1O20.05を発見した。
【学術・産業への貢献】 固体酸化物形燃料電池や酸素濃縮器

の高性能化や、新しい酸化物イオン伝導体や電子材料の開発を
促進すると考えられる。また、本研究で明らかにした「格子間酸
素の存在と低い活性化エネルギーによる高い酸化物イオン伝導
度」および「準格子間機構」により、六方ペロブスカイト関連酸化
物のイオン伝導体の科学が発展し、今後他の新酸化物イオン伝
導体が発見されると期待される。

【中心研究者】 三島賢二（KEK）、猪野隆（KEK）、市川豪（KEK）

【研究協力者】 広田克也（名大）、北口雅暁（名大）、清水裕彦（名大）など

第37回利用者協議会



ミュオニックX線を用いた江戸時代の漢方薬瓶の非破壊分析
髙橋京子、 髙浦(島田)佳代子、二宮和彦、佐藤朗(大阪大)、植田直見(元興寺文化財
研究所), 梅垣いづみ(豊田中研)、反保元伸、竹下聡史、三宅康博(KEK)

• 江戸時代に活躍した緒方洪庵 (1810-63)は、大阪大学に繋がる適塾を開いた医師

• ミュオニックX線を用いた非破壊分析では、O、Si、Cl、Hg、Pbに由来するピークが確認できた

Ø HgとClは、瓶の内容物の主成分: 瓶の蓋には「甘」の文字があり、漢方薬の甘汞
(Hg2Cl2)ではないかという推測と一致する

Ø O、Si、Pbは、XRF等の結果と合わせて、瓶のガラス成分であると思われる

ミュオニックX線により、封をされた薬瓶中の成分を分析することに成功

Shimada-Takaura K et al, Journal of Natural Medicines (2021) Accepted

緒方洪庵の薬箱 測定された薬瓶 ミュオニックX線のエネルギースペクトル

ミュオン 文理融合研究プログラム

第37回利用者協議会



レビューの季節 （still online）
• J-PARC IAC 2021  3月4日、5日（日本時間）

– それぞれの施設報告と、Advisory Com’sのレポートに基づき、J-PARC
全体のパフォーマンスを評価。

– 文科省（今回は、素核室）と両親機構の視点も、報告。

第37回利用者協議会

■各施設のAdvisory Committees

・PAC (1/20-22), 
・A-TAC(2/1-4), 
・NAC(2/17, 22), 
・MAC(2/1,4,12,22), 
・T-TAC (1/22, 26, 2/2)
■IACのDraft Report は、
3/24 に届く予定。



Ø R2年度の変更申請（10/５申請）； 審査中
ミュオンSライン、Hラインの変更、Nu2の増設

Ø R3年度（第１回）
Nuビーム増強（650kW → 750kW：所期の⽬標）

Ø R3年度（第２回）
1) Nuビーム増強（1.3MW)

2) HD COMET（phase-α）
3) MLF ミュオン加速器（Hラインの延⻑）
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。

RI変更申請の予定

規制庁での審査の⻑期化が懸念
• 過去の標準３ヶ⽉以内を超えて、半年程度。
• 進化し続ける宿命のJ-PARCの⾼度化を律速。第37回利⽤者協議会



Fight against COVID-19

第37回利用者協議会

• Kept open for users with extremely careful preventive 
measures
– Access to the J-PARC campus (located inside JAEA tokai

campus) was limited to cope with the request by the local 
government

– Forced to pause the operation once due to national state of 
emergency (NSE) raised on April 7th

– MLF program was executed from in-house proposed exp., 
then remote/surrogate exp. à heavy load to local staff à
encourage automation as much as possible
• User access is limited for 72 days 
• Beam time loss triggered by NSE: 12 days 

– HEF users stayed in Tokai waiting for the beam over two 
months; 
• Nuclear Regulation Authority significantly slowed down, due to 

remote work. (cf. recently they suffer from “hacking”, then went 
back to “FAX” age )

– T2K activated remote monitor shift, then immediate 
response becomes difficult

– KEK has organized workshop in new normal under COVID-19
– Neutron community organized lab-directors meeting for 

information exchange; 
• All suffer from Online/Remote discussions, missing deeper 

discussions with empathies.    

“J-PARC made” poster



Stay connected even under COVID-19

第37回利用者協議会

• Stay connected with communities
– J-PARC workshops were held with a hybrid 

format (online  + in person with limited 
number) 

– Open symposium with industrial cooperation 
(“FC-Cubic”)  were held  also in hybrid mode.
• > 1,800 connections

• Stay connected with oversea institutions
– Held a video conference with directors of 

oversea institutions for neutron science to 
exchange information on how to survive 
under pandemic

• Stay connected with Public 
– Annual Open House à Online Open House

• Mayor of Tokai village, Mr. Osamu YAMADA joined 
• > 1,000 connections

– Science Café à Continued with careful 
distancing

– Lecture at Primary School à Video “delivery”
– Press conference à Online press conference

J-PARC Workshop 
“Open-It for Electronics System Development

Directors meeting : World-wide neutron labs

Online press conference on “sterile neutrino exp; JSNS2 Thanks Message from Local Primary School



主な報道関係の状況

ステライルニュートリノ実験開始
レクチャー付きプレス発表(オンライン)

●プレスリリース／記事掲載等（1月-3月）

○プレスリリース

・1/8 中性子寿命の謎、解明に向けた新実験が始動

・1/25 希土類を含まない世界最高クラスの酸素イオン伝導体を発見
・2/9 新種のニュートリノを探れ!(オンラインレクチャー)

・2/19 低温高圧下で新しい氷の相(氷XIX)を発見

・3/2 稀少な超原子核「グザイ核」の質量を初めて決定

・1/8 科学新聞「核変換特性試験用の陽子ビーム制御技術 原子力機構が開発」12/14プレスリリース

・1/9 読売新聞「量子農業の協会設立 シンポや研究会 新品種開発へ」
・1/10 燦「原子力機構微小出力で陽子ビーム安定取り出しに成功」12/14プレスリリース

・1/14 日刊工業新聞「中性子寿命測定に第3の手法 高エネ研など 宇宙進化の謎に迫る」1/8プレスリリース
・1/16 岐阜新聞「中沢氏「仁科賞」に喜び」

・2/10 産経新聞「新型ニュートリノの探索実験開始」2/9プレスリリース

・2/12 科学新聞「優れた物性の酸素イオン伝導体 希土類含まず安定性に利点」1/25プレスリリース
・2/14 読売新聞「重いニュートリノを探せ! 茨城のJ-PARCで実験開始」2/9プレスリリース

・2/16 日刊工業新聞「新種ニュートリノ探る 暗黒物質の謎解明へ」2/9プレスリリース

・2/17 水戸経済新聞(オンライン)「水戸の機器メーカーとJ-PARC「はやぶさ2」回収試料の分析法確立目指す」2/1取材
・2/25 朝日新聞「ニュートリノ「第4の型」を探せ 2/9プレスリリース

・3/1 しんぶん赤旗「新ニュートリノを探せ」 2/9プレスリリース
・3/2 日経産業新聞「反物質」消えた謎に迫る

●取材

・水戸経済新聞 はやぶさ2試料分析関係 2/1
・Newton ステライルニュートリノについて 2/19 (オンライン)

○Ｊ－ＰＡＲＣ関連記事掲載

増え続けるプレスリリース

（括弧内は成果に関するもの）

• 2018: 11 (11) 
• 2019: 18 (14) 
• 2020: 24 (23) 第37回利用者協議会



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 334,930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 1,091

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 12,756
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Recent news at J-PARC/KEK

第37回利用者協議会

• SPRING HAS COME!
• Current budget plan (JPFY2020 suppl budget 

#3  + JFY 2021) for MEXT would allow 
– 1.5 months of SX running (as requested)
– Production and Installation of New Power 

Supply for the MR to be completed in JFY2021
– Facility and accelerator upgrades up to 750 kW 

level 
In addition to 
– Hyper-K related J-PARC upgrades

• We decided to full swing towards completion 
of COMET-phase-1 in coming two years.    

• MEXT Roadmap 2020 was published including 
our proposal for J-PARC operation and 
upgrade plan to SCJ Master plan 2020 
– Include realization of 1.3 MW and 9 cycle 

operation for CPV search for neutrino
– g-2/EDM, HEF ex, and COMET-II



MEXT Roadmap 2020

第37回利用者協議会

MEXT selected 15 projects from 31 
important projects of Japan Science

Council Masterplan 2020 

The J-PARC project (including Ops, 
g-2/EDM, HEF ex, COMET-II) 
ranked as “(a, a)” 
= Important and Urgent Project

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/toushin/1388523_00001.htm
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g-2/EDM

• MR and NU Upgrades (continued)

• Hyper-Kamiokande (w/ U. Tokyo)
• Hadron Hall Ext, COMET-II, and 

gµ-2/µEDM
• MLF 2nd Target Station
• R&D of ADS + PIE Facility



避
雷
針

MRD2電源棟コンテナ(新QFN,QDN電源用)の搬入 2/4（木）

l 避雷針の干渉が心配
Ø 問題なく搬入完了

l 法令で、裸線(高調波フィルタ)のところには
避雷針を立てる必要があり

Ø 今後も立てたままとする.

前日に360tクレーン組立

３台設置完了 来年度、D2ヤードを拡張し、最後の
コンテナ(QFN_A)を設置する。第37回利用者協議会



Roadmap of 1 MW@MLF 

第37回利用者協議会



J-PARC Decadal Plan 2020-2030

第37回利用者協議会



安全ディビジョン（1/1）
1. センター長巡視（3/3）；HD,NU等

2. 放射線業務従事者再教育Ｅﾗｰﾆﾝｸﾞ（職員等向け；11/2～12/28）：597名受講

3. KYT（危険予知訓練）（1/27）：12名参加

4. フルハーネス型安全帯使用作業特別教育（1/29）：22名受講

・Ｊ－ＰＡＲＣの事故関連規則、緊急時における情報伝達のポイント
・放射線の人体への影響（Ｘ線ＣＴと放射線リスク）

・放射線管理セクションからの注意事項等

これまでの
総計で
152名受講

第37回利用者協議会
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核変換ディビジョン
n OLLOCHIを用いた材料腐食試験、
第1キャンペーン終了

l 昨年11月に開始した高温腐食試験
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
験について、途中2度の震度5弱の地
震でも停止することなく、2/18に第
1キャンペーンとして予定していた
2000時間に達したため、試験を終了
し試験片を取り出した。今後、試験
片の観察を進める。

最終報告書（2/24）より
ü OLLOCHIによる流動鉛ビスマス中における材料腐食挙
動試験開始を評価、類似の実験遂行グループとの協力を
推奨する。

ü 国内外との協力をさらに強化せよ。
ü TEF-Tの遠隔操作や配置検討をより進めよ。
ü 実施中のR&Dは、TEF-Tおよび世界のADSコミュニティ
に対し貢献するものである。

第71回 (210325)

n 日本原子力学会 論文賞受賞（R3.3.17）
l 明午伸一郎、岩元洋介、松田洋樹
論文: H. Matsuda, S. Meigo, Y. Iwamoto, et al., 
“Measurement of displacement cross-sections of copper 
and iron for proton with kinetic energies in the range 0.4 ‒
3 GeV”, J. Nucl. Sci. Tech. 57, pp. 1141-1151 (2000), DOI: 
https://doi.org/10.1080/00223131.2020.1771453

n 核変換実験施設テクニカルアドバイザリ委員会 T-TAC
（1/22, 26, 2/2, on-line）

l 今回は特に、J-PARCで行っているR&Dの進捗について、
世界のADS開発の観点から助言いただいた。

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

この中に
10x14 mmの
試験片が27枚
収納されている。

ループから取り
出した2本の試
験片ホルダ

第37回利用者協議会



令和3年度運営基本方針（案）
＊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

＊将来計画を更に具体化
– 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

11年の運転を経て、新しいフェーズへ！
第37回利用者協議会
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加速器の報告
2021年3月23日

第37回J-PARC利用者協議会

加速器の状況及び見通し

（１） 運転状況

（２） 令和３年度運転計画

1



加速器運転状況
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HD

Date4/1
2020

3/8
2021

12/10-12/22:
MR/HD
2/10-：HD 60kW 
max.
2/28 : MR failure

 MLF利用運転
• ビームパワー 600kWで安定に実施。稼働率：90％以上

 MR利用運転
• 今年度は、これまでＨＤ利用運転を実施。
• 年末年始の停止後、ＭＲ新電源搬入作業実施
• 2/8より、ビーム調整開始、2/10よりＨＤ利用運転再開。

 最大ビームパワー60kWで利用運転実施
 2/28 ＶＣＢ盤の誤動作により、ビーム取り出し機器（ESS＃１）故障。

 HD利用運転の長期停止
 3/8 運転モードをＦＸ（ＮＵモード）に切り替え、ビーム調整開始。



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。

Quad's stopped unexpectedly

D
C

C
T 

o
u

tp
u

t

slow beam extraction started.

図２：ビームロス

Normal operation

This operation

図１：MR周回電流とビームエネルギー



MR運転スケジュールの変更案

 VCB 調査状況
• 3/2 ~ 3/5 : モニタを追加し、通電状態で経過観察する.
• 3/5 ~ :

遮断器（VCB）の制御部品であるリレー（3個）と PLCを交換し、通電試験継続、
3/8からの FX運転でも経過観察をしているが、VCB誤動作は起こっていない。

 24V、100V系のノイズ環境は良い。

 SX運転再開の条件
【方針】

VCB誤動作の原因究明と対策の実施
又は、機器側で装置を守る方法を確立すること。

• ESSの予備機の準備が整うまで、壊れたESS＃1を真空パイプに交換し、NU運転を行う。
 3/19にMRとNUの定期検査を受検する。

• 平行して、 QS-VCB盤（サーキットブレーカー）の誤動作原因の究明と対策を行う。
• 対策を施した後、HD利用運転を再開する。



SX再開に向けた対策の現状
１．異常処理の高速化

VCB「開信号」を直接 MPS moduleで取り込み、SX Abort処理開始までの時間を18ms短縮した。

２．BUMP電磁石の高速立ち下げの実現
比例制御での、立ち下げ時間 200ms から 70ms に短縮できることを確認した。

本システムの健全性、ビームの振る舞いの確認
 ESS1を予備機に交換し、3/27から SX運転を再開する

2/28と同条件
+BUMP立ち下げ時間 200ms

異常処理の高速化
＋BUMP立ち下げ時間 70ms

VCB OFFから 30ms後のビームの位置



２０２１年度前半運転スケジュール
1）MLF利用運転：年間7.2サイクル（159日）で作成
2）5月の連休は加速器停止
3）MR：当初の運転予定は、6/19朝までであったが、大きな中断があったため、

素核グループと協議の上、運転日を6/30までとした。
4）MLF：7/15朝まで利用運転
5）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



２０２１年度後半運転スケジュール
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
4）MLF：3/16朝まで利用運転、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報告

大友季哉
J-PARC MLF

第37回J-PARC利⽤者協議会
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• 標的容器交換（11号機から10号機へ）
• 保守期間中に気体廃棄物処理設備の保守に時間を要し、また標的容器の再交換が必

要となったことで利用運転再開が3週間遅延.
• 2020年4月１日〜2021年3月3日 の利用運転を実施した日数 ：115 日
• 利用運転を実施した期間内の稼働率：92.2%
• 年度目標7.2サイクルに対する今年度の利用運転稼働率（見込み）：81.2 %

ビーム出⼒

2021年3⽉3⽇現在

１⽇あたり
の稼働率

中性子標的容器交換等保守

利用運転開始
の遅延

2020年度中性子源の運転状況



物質・生命科学（ＭＬＦ）（中性子利用系）

2020年度量子ビームサイエンスフェスタ 第12回MLFシンポジウム
2021年3月9日（火）～ 3月11日（木） オンライン
量子ビームサイエンスフェスタは、異なるプローブ (放射光、中性子、
ミュオン、低速陽電子など) を用いる研究者間の交流を通して、将来の量
子ビーム利用研究のあり方を考える場となることを目指して2015年度よ
り開催されてきた。9日に行われたMLFシンポジウムでは、施設の現状,、
コロナ禍での取り組み、中長期計画についてMLFから報告を行った。さ
らに、ユーザーからの要望に対するMLFの対応についても説明を行った。



物質・生命科学（ＭＬＦ）（中性子利用系）
中性子寿命の謎、解明に向けた新実験が始動

－第３の手法により中性子寿命問題の解明に挑む－

Progress of Theoretical and Experimental Physics
doi： 10.1093/ptep/ptaa169

1/8

プレ
ス

希土類を含まない世界最高クラスの酸素イオン伝導体を発見
- 燃料電池・センサー・電子材料等の開発を加速 -

Nature Communications 
doi: 10.1038/s41467-020-20859-w1/2

5

プレ
ス

発見したBa7Nb3.9Mo1.1O20.05の高い酸化物イオン伝導度（右図

の赤丸と赤線）、本質的な酸素欠損層の原子配列（左）とイオ
ン移動経路（中央）O5は原子Ba1とO1の隙間に存在する酸素
原子（格子間酸素）である。
©Masatomo Yashima and Nature Publishing Group.

【研究概要・成果】 既存の手法とは異なる新しい手法で中性子寿命を測
定する装置を開発し、最初の実験結果を得ました。

【学術・産業への貢献】 原子核を形作る粒子のひとつである中性子の崩壊
は、宇宙の元素合成のメカニズムや素粒子物理学に深く関連しています。
今回の成果を元に中性子の崩壊寿命の測定精度を向上させることで、宇宙
の進化の謎にさらに迫ることが期待されます。

【中心研究者】 八島正知（東工大）、辻口隆史（東工大）など
【研究協力者】 鳥居周輝 （KEK）、神山崇（KEK）、Stephen J. 
Skinner（インペリアルカレッジロンドン）など
【研究概要・成果】 従来の材料を凌駕する世界最高クラスの酸
化物イオン伝導度を示す新しい酸化物イオン伝導体
Ba7Nb3.9Mo1.1O20.05を発見した。
【学術・産業への貢献】 固体酸化物形燃料電池や酸素濃縮器

の高性能化や、新しい酸化物イオン伝導体や電子材料の開発を
促進すると考えられる。また、本研究で明らかにした「格子間酸
素の存在と低い活性化エネルギーによる高い酸化物イオン伝導
度」および「準格子間機構」により、六方ペロブスカイト関連酸化
物のイオン伝導体の科学が発展し、今後他の新酸化物イオン伝
導体が発見されると期待される。

【中心研究者】 三島賢二（KEK）、猪野隆（KEK）、市川豪（KEK）

【研究協力者】 広田克也（名大）、北口雅暁（名大）、清水裕彦（名大）など



ミュオニックX線を用いた江戸時代の漢方薬瓶の非破壊分析
髙橋京子、 髙浦(島田)佳代子、二宮和彦、佐藤朗(大阪大)、植田直見(元興寺文化財

研究所), 梅垣いづみ(豊田中研)、反保元伸、竹下聡史、三宅康博(KEK)

• 江戸時代に活躍した緒方洪庵 (1810-63)は、大阪大学に繋がる適塾を開いた医師

• ミュオニックX線を用いた非破壊分析では、O、Si、Cl、Hg、Pbに由来するピークが確認できた

Ø HgとClは、瓶の内容物の主成分: 瓶の蓋には「甘」の文字があり、漢方薬の甘汞
(Hg2Cl2)ではないかという推測と一致する

Ø O、Si、Pbは、XRF等の結果と合わせて、瓶のガラス成分であると思われる

ミュオニックX線により、封をされた薬瓶中の成分を分析することに成功

Shimada-Takaura K et al, Journal of Natural Medicines (2021) Accepted

緒方洪庵の薬箱 測定された薬瓶 ミュオニックX線のエネルギースペクトル

ミュオン文理融合研究プログラム
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MLF中性子 代行実験状況

nThe situation form April '20 to Jan. '21
Remote experiments from April '20 to Jan. '21

N
/A

N
/A

N
/A

N
/A

n We are already doing some as a result of negotiation between beamlines & users. 
n Beamline understand that it is as an important option under unusual situations.

BL01: 4SEASONS (Chopper)
BL02: DNA (Backscattering)
BL03: iBIX (Single xtal. diff.)
BL04: ANNRI (Nuclear cross section)
BL05: NOP (Fundamental physics)
BL06: VIN_ROSE (Spin-echo)
BL08: S-HRPD (Powder diff.)
BL10: NOBORU (Neutron observation)
BL11: PLANET (Hi-pressure diff.)
BL12: HRC (Chopper)
BL14: AMATERAS (Chopper)
BL15: TAIKAN (SANS)
BL16: SOFIA (Reflectometer)
BL17: SHARAKU (Reflectometer)
BL18: SENJU (Single xtal. diff.)
BL19: TAKUMI (Engineering diff.)
BL20: iMATERIA (Powder diff.)
BL21: NOVA (Total scattering)
BL22: RADEN (Imaging)
BL23: POLANO (Chopper)



MLFにおけるコロナ対応

n感染防止策

n利用継続のための検討
n電脳班によるリモートアクセス検討
n試料輸送
n遠隔実験
n人材育成

p学生・若手研究者支援のための緊急課題受付

nCOVID-19関連研究の推進



n 学生、若手研究者向けに緊急課題を受付中

MLFでは、COVID-19拡大により申請や実験準備が遅れてしまったために学位取得
が困難になっている学生・キャリア形成に支障が生じている若手研究者の課題や
COVID-19関連の課題について、当面の間、緊急課題枠の中で受け付けます。是非、
ご活用ください。(2021年2月メールにて周知)

学生、若手研究者支援

n 日本中性子科学会、日本結晶学会等からの要望に基づき

n 公募期間に間が空いたことに対する対応も含めて

n 学生等のJ-PARCへの中・短期滞在の推進
n JAEA、KEK、CROSSの既存の制度等を利用し、学生等のJ-PARCへの中・短
期滞在を後押し

n コロナ禍に影響を受けないJ-PARCを利用した研究の継続
n コロナ禍にあってもコミュニティとの連携を確保し、人材育成を進める

n 例：2021年度はJAEAの特研生制度を利用して名古屋大学、お茶の水大学、東北
大学などから9名の大学院生が滞在予定(2ヶ月～1年)



COVID-19関連研究の推進
n 感染拡大初期より、他の大型研究施設同様、MLFにおいても
感染拡大阻止に寄与できる研究での貢献を模索

n コロナ関連研究諮問委員会を設置中

杉山正明(京大)
千田俊哉 (SBRC, KEK)
玉田太郎(QST)

上村みどり(帝人ファーマ)
雲野昌喜(茨城大学)

n 想定される研究

n 病原ウイルスや酵素等の直接研究(構造、機能に関わるダイナミクス等)
※MLFはバイオセーフティーレベルの高い実験環境を持たないので難しい

n ウィルス、酵素を模擬した無毒化物質や関連する高分子、溶液等の研究

n 感染拡大防止や治療に必要となる機器、機材の材料研究

×?

○

◎

緊急課題1件を受理



Neutron Advisory Committee (2月17、22日)
Committee Members: R. McGreevy (ISIS, Chair), B. Blau (PSI), M. Dayton(ORNL), 
鬼柳善明(名大), C. Alba-Simionesco(ILL), J. Schulz(ANSTO), A. Schreyer(ESS), 
S.-M. Choi(KAIST, 欠席), 大竹淑恵(理研), 杉山正明(京大), C. Rüegg(PSI)

n MLF must seek to understand the future needs/wishes of the user community
with regards to mail-in & remote experiments. An efficient Mail-in programme
should be able to meet some of the user needs.

n MLF need to consider the long term potential impacts of mail-in/remote
experiments

n Excessive workload on staff
n Difficult for complex experiments or

on site sample preparation
n Not training or developing technical

skills of users
n Loss of user community &

relationship building between facility
staff and users



Muon Advisory Committee (2月1、4、12、22日)

n MAC appreciates the impressive progress in instrumentation
development for the mSR program, and the efforts to develop new
measurements techniques (transient mSR technique).

n The negative muon program makes significant progress. The research
program is broad, including industrial applications and joint projects of
humanities and sciences.

n MAC acknowledges the efforts and progress in finishing the S2- and H-
lines: these are important steps to start the long-awaited particle physics
programs at these lines. Commissioning of U-line (Ultra-Slow Muon,
USM) is continuing.

n The Mu laser ionization program for the generation of USM is making
progress. USM generation is of pivotal importance for MUSE (mSR,
transmission microscope, g-2). Mu 1s-2s two-photon transition could be a
promising backup scheme to the Lyman-a 1s-2p transition.

n MAC considers it urgent that a spare muon target should be constructed
as soon as possible. MUSE should work on a spare target with highest
priority, and the management should guarantee the required funding.

Committee Members: T. Prokscha (PSI chair), 網塚造(北大), A. MacFarlane (UBC), K. Kirch
(ETHZ, PSI), 久保謙哉(ICU), M. Mansson (KTH), 中野貴志 (RCNP), 高橋忠幸 (Kavli IPMU)



素核D報告
小林 隆

1

21．3．23
J-PARC
利用者協議会



行事、予定
• 4月7日 16時 J-PARC素核セミナー The OVAL 

experiment  上岡修星氏
• https://zoom.us/j/93782864706?pwd=QkJDbG9sMkNtNWlT

ckRtTklOQlpBZz09

• 4月19日 9時半 J-PARC素核セミナー FNAL g-2 Lee 
Roberts氏 （素核研物理セミナーとの共催）

• システム研究会2021@九州大学 （秋ごろ開催予定）

2

https://zoom.us/j/93782864706?pwd=QkJDbG9sMkNtNWlTckRtTklOQlpBZz09


第3１回J-PARC素核PAC
（１/20, 21, 22にリモートで開催）

- 2021年7月からのロングシャットダウンより前の basic plan に変更なし：

- 2月初めにSXの運転を開始

- SX-HD（E03実験を終える）→  FX-NU 1 サイクル → SX-HD（E42実験を終える）

- ６日間の COMET 8GeV試験（T78）は FX-NUの後にリスケジュール

- E03実験の後はE42実験を終えることを優先する。

- 電気代とスケジュールが可能なら

K1.8BRでの ^3He によるパイロットラン（T77）と

Bライン実験エリアでの background 源探査（E16実験、12hours）を実施する。

- 新規提案：P82（Sterile ν 探索の二基目の検出器）と

継続審議：P79（dibaryon resonance）、P80（light kaonic nuclei）に Stage-1。

* T81（NINJA実験のためのテスト）は三人委員会で審議し採択した。

- 次回PACは7月に開催予定；対面で開催する可能性（秋？）も検討する。



Revised MR User Operation
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K1.8: E03, E42
K1.8BR: T78, E73

KL: E14
high-p: E16

Run#86&#87 [before summer shutdown]

Line No Title

K1.8
E03 Measurement of X rays from Ξ- Atom 

E42 Search for H-Dibaryon with a Large Acceptance 
Hyperon Spectrometer 

K1.8BR
T78 8GeV Operation Test and Extinction Measurement 

E73 3ΛH and 4ΛH mesonic weak decay lifetime 
measurement 

KL E14 KL → π0 νν-bar Experiment at J-PARC 

high-p E16 Measurements of spectral change of vector mesons 
in nuclei

Dec Jan Feb

E03

E42

T78

E14

E16

Dec Jan Feb Mar

E03

E42

T78

E14

E16

純水冷却水
第3系統の
復旧作業
→完了

conducted
plan

2021年2月28日 ESS1リボン断線

2020年12月25日冷却水第３系統圧力低下

Mar Apr May Jun

SX

FX

E03, E14 E14, E16, E42, T78, E73

re-scheduled



E03の状況

磁気スペクトロメータ

（Beam Spectrometer

+ KURAMA）

Ξ-粒子生成の同定

性能を確認済

検出器系の動作状況は良好

Ξ-素過程
生成事象

Missing mass [GeV/c2]

MissingMass法による反応同定
（CH2標的キャリブレーションデータ）

• K-,K+粒子識別

• 運動量測定

• 反応点判定

• 反応事象収量

Ge検出器の性能確認

及びエネルギー較正手法を確認済

• In-beam中のエネルギー分解能

~2.3 keV [FWHM] for 307 keV

• CH2標的（10B通常核）のガンマ線検出

反応事象とGe検出器の同時計測

• Compton suppressor性能

• In-beam較正データ統計量

Ge検出器群
Hyperball-X’

Energy [keV]

反応γ同時計測スペクトル
(CH2標的キャリブレーションデータ)

10B(718 keV)

Compton suppressor cut

In-beam中エネルギー較正用トリガー
選択時の較正前エネルギースペクトル

ADC channel

Reference 1
176Lu(202 keV)

Reference 2
176Lu(307 keV)

Signal
region

1時間毎の
較正が可能

全kaon数は94Gに到達する見込み
（目標kaon数： 100G）

3/27-4/7
SX 10日間

2021/2/28 09:39のビーム停止時までの
物理データ用の積算kaon数： 64G



E16の状況

ビームタイム（184時間実施予定）
• 2021年2月末の停止までに110時間程度を実施

ビームスタディ
昨年6月のビームより安定性の向上、スピル内の強度変化
の平坦化

検出器調整・較正データの収集
モジュール数を増加、GEM Trackerのトリガー回路に放電
保護を強化
検出器位置較正用のワイヤ標的や磁場無しデータの収集

• 2021年5月に74時間程度を予定
電子対パイロットデータの収集

電子同定

鉛ガラスの波高分布

Tracking

Two wires (D=100µm) for calibrations (Special run)

Wire profile is seen at the 
exact position

GEM Trackerで再構成した飛跡のビーム位置へのProjection

HBD LG
GTR
100 GTR

200
GTR
300

Red: HBD π mode
Blue: HBD electron mode







ストレンジネス核物理：最近の成果
• Ξ核（Ξ− + 14N）束縛エネルギーの決定（IBUKI event）(2/11) E07

PRL126, 062501 (2021) DOI: 10.113/PhysRevLett.126.062501

Ξ− + 14N → 15
ΞC → 10

ΛBe + 5ΛHe
BΞ = 1.27±0.21 MeV (1p-state)

解説記事
https://physics.aps.org/articles/v14/s15

• 2019年PTEP論文（MINO event）が第26回日本物理学会論文賞受賞 (1/23)  E07
https://www.jps.or.jp/activities/awards/ronbunsyo/ronbun26-2021.php
受賞論文は、PTEP2019, 021D02 https://doi.org/10.1093/ptep/pty149
11

ΛΛBe (most likely)の観測 BΛΛ = 19.07±0.11 MeV 

• 日本物理学会が最近刊行した動画誌 JPS Hot TopicsでK− + 11B系の深い束
縛状態の発見の論文が紹介された (3/3)  E05

https://jpsht.jps.jp/article/248.html
元論文：An event excess observed in the deeply 
bound region of the 12C (K−, p) missing-mass spectrum, 
PTEP2020, 123D01, https://doi.org/10.1093/ptep/ptaa139

Editors’ Suggestion

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.126.062501
https://physics.aps.org/articles/v14/s15
https://www.jps.or.jp/activities/awards/ronbunsyo/ronbun26-2021.php
https://doi.org/10.1093/ptep/pty149
https://jpsht.jps.jp/article/248.html
https://doi.org/10.1093/ptep/ptaa139


History of HEF Extension Project

• J-PARC phase-2 project at the beginning
• Discussion among users (Hadron hall Users’ Association)

• Plan in SCJ Master Plan 2011, 2014, 2017, 2020 & KEK-PIP 2016
• Staging plan proposed by Nuclear Physics Community 

(submitted to IPNS in Nov.2018 )
• Consideration by KOTO group to accommodate KOTO-II
• Revised plan (by IPNS) (Dec.2019)

• Reported at J-PARC PAC in Jan. 2020
• Discussion in TFs of user community ( in progress )

• Physics goals for 3 main subjects
• Documents ( experimental proposals, LOI etc …)
• Review

14



Revised plan for HEF Extension by IPNS

T2

HIHR

KL2

K1.1(+SKS)

SπK

KOTO-2

S=-2

γ-ray, weak-decay

KN int, K-Nucl.

proton 
(, pion) 
beams 

µ-e conversion

TEST-BL

Project period:   6 years
∼5.5 years construction
( 2.5 years beam shutdown
at the current Hall )

Construction cost:  ∼150-Oku Yen

15



Activities toward proposal and LOI’s documentation 

• The new plan was shown in the J-PARC PAC in January 2020.  

• We are working for deepen the physics case in the new facility 
by forming an International workshop through this year.

• 3 TF’s  ( HIHR+K1.1 / high-p+K10 / KOTO2 )  were formed under user 
community Hadron Hall User Association. 

• Discussion for documentation with theorists in each TF is in progress
• Physics goals
• Experimental proposals or LOI’s 

• Several workshop and review meetings are planned in FY2021 
before KEK SAC

16

“As PAC have heard these plans, in some detail, for the first time, and
the material presented were relatively limited, the committee cannot
make extensive comments at this time; PAC would be prepared to
evaluate the scientific and technical case for such an extension in the
future.”



ミューオングループ：COMET
• 全体の状況

• コラボレーションミーティング 2月24日−3月2日 Zoom

• 施設建設状況

• 捕獲ソレノイド磁石；コールドマス製作がほぼ終了、3年の複数年契約の初年度

• 一次ビームライングループと協力してCラインの建設

• ビーム窓、放射線シールド、真空

• 放射線特別部会 第3回終了
• 座長：藤井さん、事務局：上野、齋藤究さん

• 検出器建設状況

• 8GeV試験・エクスティンクションファクターの測定準備中 九州大 野口、大阪大
樋口、東大 池田

• 2月にビームタイム決定→4月に延期→5月に延期

• CDC検出器全チャンネルエレクトロニクスを装備した宇宙線試験継続中

• 阪大分室 吉田 他、阪大大学院生

• LYSOカロリメータ

• 結晶大量生産（ほぼ）終了

• アセンブル開始

• ストロー飛跡検出器

• メカEグループの協力

• ミューオン静止標的

• 宇宙線検出器

• BINP、IN2P3にあらたにJINRが参加

• 複数のWorking Groupが並行して進行中

• Detector Integration、Phase−α等

TS1 Cold Mass Assembly

TS1 Cold Mass Assembly



ミューオングループ：g-2/EDM

地盤調査(ボーリング)の結果

該当文化財なし

拡張建屋の設計

陽電子飛跡検出器の電気的試験

• 全体の状況（三部准教授）
• 科研費特別推進研究採択 (2020-2026)
• 概算要求準備

• MLF MUSE Hラインの建設（三部・山崎物構クロアポ助教）
• (物構研, J-PARCセンター, 施設部)

• 拡張建屋：地盤調査・埋蔵文化財調査・埋設物移設設計

• ミューオン源・加速の開発（鈴木研究員）
• 室温ミューオニウムのレーザーイオン化試験準備＠KEKJ-PARC
• (物構研、UBC、理研、岡山大)

• ミューオンLINACの開発（加速器、東大、茨城大、名大、九大）
• ピクセルビームモニター試験(SOIグループ, 加速器)

• 陽電子飛跡検出器の開発
• (茨城大, E-SYS, 機械セ、東大、九大、東北大) + ATLAS & Belle II groupの協力
• 読み出し集積回路・フレキシブル基板・組み立て試験

• ミューオン入射・蓄積電磁石の開発
• (低温セ、加速器、物構研、東大、ソウル大、茨城大、KAIST)

• らせん入射試験＠KEKB入射器棟
• 超均一磁場生成・超精密磁場測定＠J-PARC NU1

• 教育
• 大学院生（長期滞在）：東大（２名）、総研大（３名）、北京大、九大（１名）、茨城大（２名）



ニュートリノ報告
ニュートリノ実験施設
- 約１年間に及ぶ保守期間を経て、3/1に超伝導遮断試験・全機器通電試験を⾏ない、

3/8からビーム運転を開始した。
- 真空焼きだしは完了したが、若干ビーム不安定性があり、

460kWで運転中。運転時検査の障害にならない範囲で
500kW向けたビーム調整を⾏なっている。

- 3/15に線量測定自主検査を実施した。
3/19に定期検査（運転時線量測定）を実施の予定。

- 運転時検査後一旦ランを終了し、ハドロンにスイッチ、
その後4/8-24の日程でビームタイム後半戦に臨む予定。

増強プロジェクト
- 新型パルストランスが3/10に納品された。
新型ホーン、標的新冷却系など、順調に製作進⾏中。

- 1.3MW放射線申請に関わるニュートリノ特別部会第3回を
3/3に開催、その審議結果は3/12の放射線安全評価委員会で
報告された。
同委員会では、750kW申請についても審議された。

- 1.3MW化等のJ-PARC⼤強度化計画の概要について、
県・村への事前説明も⾏なわれている。

自然林の中での自主検査

ホーン用新型パルストランス



Preliminary



ニュートリノ報告

T2K実験（E11）
- オンアクシス測定器INGRIDと新測定器Wagasci/BabyMINDでデータ収集中。
- 日本の機関がオンサイトシフトを担当、海外機関はリモート監視を担当している。
- 前置増強計画も、COVIDの影響は受けつつ、2022年秋ビーム受入に向け進⾏中。

SK
- Gd導入後初めてのニュートリノビームデータを順調に取得中。

Hyper-K
- HK-PACを2⽉下旬に、HKコラボＭを3⽉上旬にリモート開催した。
- 坑道口ヤード建設、PMT量産などが始まっている。
- 地質調査の結果を反映した中間検出器の土木の工法検討・工費算定中。

NINJA（T81）
- 重⽔標的（約10L）を用いたニュートリノ反応データを収集中。

JSNS2実験
- 夏のMLF保守作業のために一旦測定器をMLFから撤去したが、12⽉に再設置し、
今期のランも1⽉から順調にデータ収集を⾏なっている。

- 今期実験開始に合わせ、2⽉9日にプレス（オンライン）を⾏なった。
https://j-parc.jp/c/press-release/2021/02/03000646.html



Esys＠東海

東海2号館に実験スペース新設
• 3つのブースと機材の共同利用を開始

• 作業台1 : ハンダ作業ブース
• 作業台2 : 簡易基板評価ブース
• 作業台3 : 回路解析ブース

表面実装ICの取り付け・交換がJ-PARCで可能に.
基板評価機材 (Network analyzer, Spectrum analyzer)利用可能

SiTCP-XGを利用した高速データ収集回路開発
• TCP/IPベースのTrigger-less DAQ用主回路

AMANEQ
• 10 GbpsのSiTCP (SiTCP-XG)による高速データ通信
• 2Gbの大容量メモリ搭載
• J-PARCハドロンで利用中の回路（HUL）と互換の拡張スロット

SiTCP-XGで理論値の98%の通信速度が出ることを確認
J-PARCハドロンを中心にJ-PARCワイドに展開予定

DDR3-SDRAM
(DDR3-1333, 2Gb)

SPF+
(10 Gbps)

Mezzanine slot
(compatible 
with HUL)

Main input

Clock port
(Belle2 compatible)

http://oscpc03.kek.jp/esys-tokai/ KEK-LANまたはJLANからのみアクセス可

http://oscpc03.kek.jp/esys-tokai/


まとめ
• HD：

• 2/8ビーム再開＠60kW
• 2/28 加速器機器トラブルにより中断
• E03実験積み残し分を3/27-4/6に運転予定

• E16実験：昨年12月にキャリブレーションデータなど取
得、5月電子対パイロットデータ取得予定

• T2Kニュートリノ振動実験：3/8からニュートリノビーム
再開510kWで運転中、3/19まで。その後4/8-24の日程

• COMET実験：8GeV試験５月に予定。施設と測定器の建
設を継続。

• g-2/EDM実験：開発と建設準備を継続。
• JSNS2実験@MLF：最初の長期物理ランを1/12から開始。
• Esys:東海2号館に実験スペース新設。ユーザーも利用可。

http://oscpc03.kek.jp/esys-tokai/ (KEK, J-PARC内
からアクセス可)

http://oscpc03.kek.jp/esys-tokai/
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n OLLOCHIを用いた材料腐食試験、
第1キャンペーン終了

l 昨年11月に開始した#��!�"8;3
OLLOCHI (*+高温流動鉛ビスマス中で
のADS構造材料の腐食試験について、途
中2度の震度5弱の地震でも停止するこ
となく、2/18に第1キャンペーンとして
予定していた2000時間に達したため、
試験を終了し試験片を取り出した。

l 今後、試験片の観察を進める。

��������

�!�"�4;1

#��!�"8;3OLLOCHI 
�

この中に10x14 
mmの試験片が
27枚収納されて
いる。

ループから
取り出した
2本の試験片
ホルダ

APMT : 2/7.1��:096:
-85�� (FeCrAlMo��)

������'
�,$	�

200℃(��
%&��%
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n 日本原子力学会 論文賞受賞（R3.3.17）

l 岩元 洋介、 松田 洋樹、 明午 伸一郎 の各氏
論文: H. Matsuda, S. Meigo, Y. Iwamoto, et al., “Measurement of 
displacement cross-sections of copper and iron for proton with kinetic 
energies in the range 0.4 ‒ 3 GeV”, J. Nucl. Sci. Tech. 57, pp. 1141-
1151 (2020), DOI: https://doi.org/10.1080/00223131.2020.1771453

n プレス発表（R2.12.17）
l 核変換研究のための陽子ビーム制御技術を開発
－微小出力陽子ビーム取り出し技術の確認試験に成功－
論文: H. Takei, K. Tsutsumi, S. Meigo, “Low-power proton beam 
extraction by the bright continuous laser using the 3-MeV 
negative-hydrogen linac in Japan Proton Accelerator Research 
Complex”, J. Nucl. Sci. Tech. (Dec. 2020).
DOI: https://doi.org/10.1080/00223131.2020.1848654



����

4

l ベルギー・MYRRHA計画 との協力
ü J-PARC Linac の 田村 潤 研究員が 2020年
1月～12月の1年間、ベルギー原子力研究セ
ンター（SCK CEN）に留学

ü MYRRHA加速器の入射器開発に参加、活躍

• 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

MYRRHA
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氏 名 所 属

1 Marc SCHYNS (chair) Belgian Nuclear Research 
Centre

2 Michael BUTZEK Forschungszentrum Jülich
3 Yoshiaki KIYANAGI 名古屋大学
4 Masatoshi KONDO 東京工業大学
5 Georg MÜLLER Karlsruhe Institute of 

Technology
6 Keishi SAKAMOTO QST六ヶ所
7 Michael WOHLMUTHER Paul Scherrer Institut (今回欠席)

最終報告書（2/24）より
ü 15項目の技術的詳細に関する勧告
ü 以下、concluding remarksより
• OLLOCHIによる流動鉛ビスマス中における
材料腐食挙動試験開始を評価、類似の実験遂
行グループとの協力を推奨する。

• 国内外との協力をさらに強化せよ。
• TEF-Tの遠隔操作や配置検討をより進めよ。
• 実施中のR&Dは、TEF-Tおよび世界のADSコ
ミュニティに対し貢献するものである。

n T-TAC（1/22, 26, 2/2, on-line）
l 今回は特に、J-PARCで行っているR&Dの進捗について、
世界のADS開発の観点から助言いただいた。

報告内容
1. ターゲット技術開発セクション（鉛ビスマス技術開発）

• OLLOCHI材料腐食試験、酸素濃度制御、流量計
• 電磁式流速計
• TET-T安全性評価

2. 施設利用開発セクション（陽子ビーム技術開発）
• ADS用超伝導LINAC開発
• 加速器信頼性評価
• J-PARC等による核特性試験
• TEF-TのためのR&D
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2017-003

DOI:10.11484/jaea-technology-2017-003

J-PARC核変換実験施設 技術設計書
̶ ADSターゲット試験施設（TEF-T） ̶

Technical Design Report on J-PARC Transmutation Experimental Facility
— ADS Target Test Facility (TEF-T) —

核変換ディビジョン

原子力科学研究部門
J-PARCセンター

J-PARC Center
Sector of Nuclear Science Research 

日本原子力研究開発機構

March 2017

Japan Atomic Energy Agency

Nuclear Transmutation Division
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