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J-PARC全体構成 
J-PARC 



そもそものJ-PARCのミッション 

• J-PARCを国際公共財と認識し、JAEA及びKEKの研究、利用体系

の利点を生かし、研究等の成果を最大限引き出すとともに、利
用者本位の考え方を基本としてJ-PARCを運営することが両機関
の重要な使命であることを確認し、 

 

• 併せて、JAEAが「特定先端大型研究施設の共用の促進に関す

る法律」上の設置者と規定された後においても、対等な当事者
としてJ-PARC全体を一体的に運営していくことが重要である。 

 

• （目的）両機関がJ-PARCを用いた科学技術・学術の推進を図る
ためにJ-PARCの運営を協力して円滑に実施する。 

運営に関する基本協定の記述 

J-PARC 



今後J-PARCが目指すこと 

• 成果の創出 まずは 1MW(0.75MW)の達成 

– 加速器増強 

– 実験施設 

• その後のサイエンスの展開, 
– 物質・生命科学（中性子、ミュオン） 

– 素粒子・原子核物理（ハドロン、ニュートリノ） 

– 核変換（ADS)技術開発 

• ユーザー環境の充実 

• 利用者のためのよい利用の仕組み 

J-PARC 



施設の将来計画の検討 

• 加速器：早期の1MW安定運転、（MR：1.7MW, その先） 

• 中性子：実験装置の着実な整備、第2ターゲットステーション 

• ミュオン：Uライン、Sライン、Hライン 

• ハドロン：COMET、ハドロンホールの拡張（理研と共同） 

• ニュートリノ（高出力化） 

• 加速器駆動核変換システムADS：物理実験施設 

 

   其々が、5年、10年、それ以降の次の研究を展開する施設を計画している。 

「J-PARCグランドデザイン策定に向けて」   
      日本中性子科学会第4期大型施設共用問題特別委員会 平成20年10月 
「J-PARCにおける研究の展望」   
 J-PARC利用者協議会              平成21年  5月 
学術の大型施設計画・大規模研究計画  
         ー 企画・推進策のあり方とマスタープラン策定についてー       
 日本学術会議、科学者委員会、分科会）   平成22年3月 

J-PARC 



震災復旧後のH24,25年度の運転計画 
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H20      H21    H22     H23    H24     H25     H26 

400 MeV リニアック建設 

RCSに対する 
期待値 

MRに対する 
期待値 

210 kW 定常 

145 kW  

中断 

夏季停止 
400MeV 
RFQ,IS 

1MWへ向けた 
パワー期待値 

年度 

       棒グラフはRCSパワー 
       赤丸はMRパワー 

通常の 
夏季停止 

震災で
中断 

RCSの１MW対応：最先端補助金 

J-PARC  短期的には１MWフルパワーを目指して 



Beyond MW power for neutrino experiment: いくつかの考え方 

1. 大アパチャーMR 

フィジカルアパチャー  from 81 to 180 p mm.mrad 

    -> 新規のシンクロトロン in the MR tunnel 

2. 第2ブースター for MR ： Emittance damping ring 

 New ring with extraction energy > 6 GeV, between the RCS and the MR 

3. 新RCS using ~1 GeV linac beam  

 - As an injector of MR / as a proton driver for neutrino beam production 

４. 新RCS using 3 GeV RCS beam 

 - as an injector of MR stretcher / as a proton driver for neutrino beam  

   production 

・・・・・・・・ 

(速い取り出し) 2014年 - 2017年：仕様値750 kWの達成 
高繰り返し化 主電磁石電源の交換によって、 〜1 s 繰り返しを目指す。 

-新電源（高繰り返し、低リプル、フリッカー対策） 
-高勾配加速空洞（磁性材料開発、小型化）：増設と現行空洞の一部置き換え 

（遅い取り出し）2014年に50kW、最終目標100kWの達成 

 -- SXコリメータ、SX直線部ダクトのチタン化によるビーム強度増強 
-- さらに高いビーム強度を目指すR&Dの展開（ESS,high beta optics） 

MRの増強 
J-PARC 



J-PARC中性子実験装置のH24年初頭の整備状況 

新材料解析装置 
(JAEA) 高性能試料水平型反射率計 (KEK) 

ナノ構造解析装置 
 (JAEA：共用) 

低エネルギー分光器  
(JAEA) 

中性子源特性試験装置 (JAEA) 
4次元空間中性子 

探査装置 
（JAEA, KEK, 東北大：共用） 

茨城県材料構造解析装置 (茨
城県) 

超高分解能粉末 
回折装置 (KEK) 

超高圧高温物質科学 
ステーション (東大, JAEA) 

高強度汎用全散乱装置 

 （NEDO, KEK） 

ダイナミクス解析装置(JAEA：共用) 

階層構造解析装置 
 (JAEA：共用) 

物質構造解析装置 
 (JAEA：共用) 

特殊環境下回折装置 
(KEK,京大,NEDO) 

調整中 

茨城県生命物質構造
解析装置  
(茨城県) 

中性子核反応測定装置  

（東工大, JAEA, 北大) 

中性子光学基礎物理 
実験装置 (KEK) 

物質情報３次元可視化装置（JAEA:共用） 

H24予算化予定 

中性子スピンエコー 
分光器(KEK) 

建設中 

高分解能型チョッパー分光器 (KEK) 

J-PARC 

既に20台の装置  



「J-PARCグランドデザイン策定に向けて」 日本中性子科学会平成20年10月 
  10年後を展望し３０の装置を提言        3年で10台から20台へ倍増！！ 
 
  今後23本のBLで最適配置を目指し、最大の効果を目指す 
 新規装置の選定 
 既存装置の中間評価の実施、更新（廃止して新規のBLの設置） 
 分岐ラインの検討 
 タンデムの利用 
 海外装置の誘致 
  
  資料環境/周辺装置の充実 
 
  解析ソフトウェアーの高度化 
    ユーザーインターフェースの充実 
 
さらにその先  － 第二ターゲットステーション構想 

J-PARC中性子実験装置グランドデザインに 
沿った着実な実験装置の整備 

J-PARC 



第2ターゲットステーションの現実的な 

オプション（参考） 

・ Short Pulse 0.5 MW 

・ 既存設備を最大限活用 

・ 350億円規模 

  （加速器100＋源250） 

 増力前 増力後 (TS1 + TS2) 

エネルギー 3.0 GeV 3.0 GeV 

繰り返し 25 Hz 30 Hz (20 Hz + 10 Hz) 

粒子数 0.83e14 ppp 1.0e14 ppp 

電流 333 mA 500 mA (333 mA + 167 mA) 

出力 1.0 MW 1.5 MW (1.0 MW + 0.5 MW) 

SP / LP SP  (SP + SP) 

×1.2 ×1.2 

降戻点

取出点

新
ビー
ム
ライン 第2ターゲットステーション

50m

降戻点

取出点

新
ビー
ム
ライン 第2ターゲットステーション

50m50m

J-PARC 



ミュオンサイエンス拠点の形成 
• J-PARCにおけるミュオンサイエンスの世界的研究拠点の形成 
• ビームパワーアップグレードシナリオにマッチした実験施設の整備 

 
– 低・高速ミュオンビームライン(D) 整備済み、実験装置準備中 
– 超低速ミュオンビームライン(U) 整備中、実験設備整備用に科研費が採択 
– 低速ミュオンビームライン(S) 上流部のみ。下流部、実験設備は要整備。 
– 超高速ミュオンビームライン(H) 最上流部のみ。下流部、実験設備は要整備。 
– 大強度パルスミュオンビームライン(COMET) ハドロンホールにて計画中 

U-line 
S-line 

H-line D-line 

上流標的 

ハドロンホール
COMETビームライン 

ミュオン源 
トンネル内整備 

 

J-PARC 
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ミュオン加速器 15億円 

ミュオン基礎物理（g-2,μe転換）実験装置       

ミュオン蓄積装置 

極冷ミュオン源 

ビーム純化装置 

ミュオン輸送装置 

J-PARC 



Quest for the Origin of Matter Dominated Universe 

Discovery of  
Lepton CP Violation 

Proton Decay 

Discovery of  
the ne Appearance 

Neutrino  
Intensity Improvement 

Huge Detector R&D 

T2K 
(2009~) 

     Water Cherenkov 

v 
      Liquid Ar TPC 

Establish  
Huge Detector 

Technology 

Construction of  
Huge Detector 
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We are at around the corner! 

ニュートリノの将来ビジョン  
J-PARC 

J-PARC 

スーパーカミオカンデ 
    の20倍 

学術の大型施設計画・大規模研究計画 
H22：大型先端検出器によるニュートリノ振動実験  



P32 proposal (Lar TPC R&D) 

Recommended by J-PARC PAC 

(Jan 2010), arXiv:0804.2111 

Kamioka L=295km OA=2.5deg 

Okinoshima L=658km OA=0.78deg 

               Almost On-Axis       

Scenarios from J-PARC 

J-PARC 

 

1.7MW 

??MW 

J-PARC 



• 高運動量ビームラインと、カイラ
ル・スペクトロメータの建設 

 

• COMETビームラインの分岐と
COMET実験室の増築 

ハドロンホールでの増設計画 

COMET実験室 

カイラル 

スペクトロ
メータ 

J-PARC 



ハドロンホール拡張計画 
（理研・RCNP・KEK共同事業） H２５の概算？ 

高運動量 
２次ビームライン 

５度ＫＬ 
ビームライン 

２次粒子分散整合 
ビームライン 

K1.1ビームライン 
移設とSKS再設置 

• J-PARC Hadron hall 拡張  (105 m X 56 m ) 

• ２次粒子生成標的 ２個追加 

105 m 

5
6

 m
 

J-PARC 



核変換実験施設の段階的な施設整備案 

 汎用性が高い核変換物理実験施設とﾋﾞｰﾑﾀﾞﾝﾌﾟ設備をまず建設 

ﾋﾞｰﾑﾀﾞﾝﾌﾟ設備 

核変換物理実験施設 
(TEF-P) 

133kW（最大）ﾋﾞｰﾑﾗｲﾝ 10Wﾋﾞｰﾑﾗｲﾝ 

 ADSは進展の著しい大強度陽子加速器及び核破砕ターゲットの技術と、

これまでに蓄積されてきた高速炉技術を融合した概念であり、核変換
専用システムとしての有効性や工学的実現性の観点から2050年頃ま
での本格導入を期待できる唯一の選択肢である。 

J-PARC 
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核変換実験施の年次展開 

西暦 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22-24 25-29

平成 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34-36 37-41

Ｊ-

Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｃ

核変換物理実験施設
(TEF-P)

ADSターゲット試験施設
（TEF-T）及び超伝導LINAC

欧
州

ベルギー実験炉級ADS
（MYRRHA）

西暦 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22-24 25-29

平成 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34-36 37-41

Ｊ-

Ｐ
Ａ
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核変換物理実験施設
(TEF-P)

ADSターゲット試験施設
（TEF-T）及び超伝導LINAC

欧
州

ベルギー実験炉級ADS
（MYRRHA）

設計とR&D

許認可

建設・製作

機器製作・建設設計・許認可 実験・MA炉心模擬

実験建設・製作

実験・MA炉心装荷

設計

国レベルでの評価を経て、次回中間評価（2012年頃）で審議頂き、2013年から設計及び許
認可作業、2016年からの着工を目指す。 

J-PARC 

福島原発事故を受けて、原子力大綱が見直される。 



利用環境の整備充実の計画 
• アクセス道路（南地区に置くユーザーゲート） 
• 総合研究基盤棟 
• 放射化物 
• 実験準備棟 
• ユーザー宿舎の増設 
• ホテル、会議場 
• 送迎 
• その他生活関連サービス 

J-PARC 

よりよい利用システム 
• 分かりやすいユーザーガイド 
• 公平、公明な課題審査の質 
• ユーザー支援の充実 
• 共用法の登録機関（CROSS)との連携 

– 前の講演を受けて・・・・ 
• 成果の発信 

– 国際会議、ワークショップ、成果発表会 
• インターンシップ 
• フェローシップ 



J-PARC中間評価 
2012.1~6 

• 過去5年間のJ-PARCの評価 
– 施設完成、運用について（運施設性能、利用成果）達成度 

• 今後5年、それ以降の研究を展望した施設整備計画 
– H25年度予算に反映させる 

•先ずは、今後5年後には確実に１MWの安定運転と施
設の良質なビームの提供、実験装置の充実 
•成果の質・量を持って世界の研究拠点としての地位 

•学術から産業界からの真剣なニーズに応える幅広い利
用のさらなる促進 

J-PARC 


