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おわりに

はじ めに
平成17年5月、日本中性子科学会に設置された大型施設共用問題特別委員会の検討結
果を「包括的中性子利用について」の報告書(平成18年３月)にまとめた。この報告書
は、日本の中性子科学研究者コミュニティが茨城県東海村にある中性子利用施設（研究
用原子炉JRR-3と大強度陽子加速器施設 J-PARC の利用のあり方に関する将来ビジョ
ン「学術基礎研究、産業応用研究を含むすべての中性子利用を包括的に推進する中性子
利用プラットフォームの建設」（図表０−１）を提案したものであった。しかしこの提
言は、理念あるいは原理原則を述べたものであり、「中性子利用プラットフォーム」構
築へのロードマップは今後の懸案事項として残っていた。これを踏まえて今期の委員会
では、現状を勘案しつつも、理想像実現への道筋を議論した。本特別委員会とほぼ同時
に、文部科学省の科学技術・学術審議会「大強度陽子加速器計画評価作業部会」が発足
し、J-PARCの運営体制が急ぎ議論されている。この動きも考慮しつつ、日本中性子科
学会は日本における最大の中性子利用者集団として、J-PARCの利用・運営体制をはじ
めとする将来の中性子ビーム利用のあり方について、その考えをまとめることを目的と
して、本委員会で議論を進めてきた。
本答申では、J-PARCの建設現状、運営・利用体制構築の現状を概観し（第１章）
、こ
れを踏まえて，高エネルギー加速器研究機構（KEK）と日本原子力研究開発機構（JAEA）
の２つの組織により運用がスタートするJ-PARC（Japan Proton Accelerator Research
Complex）の物質生命実験施設（MLF, Materials and Life Science Experimental
Facility）をいかに有効的かつ効率的に運用するか，また研究用原子炉JRR-3も含めた
中性子の包括的利用の方策をユーザーの立場から議論し、「中性子利用プラットフォー
ム」構築へのロードマップを議論した（第２章）。さらに、このプラットフォーム構築
にとって最も重要な利用者層の拡大についての方策のうち，小型中性子源と中性子利用
分野の拡大としての問題点などをまとめた（第３章）。なお本委員会では，内外の他の
大型施設などの現状を概観し，それらを本提案の参考とした（第４，５章）。
第1 章
第1節

J -P ARC の現 状
建設の現状

大強度陽子加速器施設 J-PARCは、文部省と科学技術庁の統合のシンボルとして、平
成13年度に高エネルギー加速器研究機構 KEK（当時の高エネ研）と日本原子力研究開
発機構JAEA（当時の原研）が共同で建設を開始した。本施設は3基の陽子加速器を基
盤とした合計5施設からなる多目的研究施設であり、多くの研究分野で我が国が国際的
リーダーシップを取ることが期待されている（図表１−１−１）。建設は第一期（平成
13-19年度、7年間）とそれ以降の第二期に分けられている。当初6年計画であった第
一期計画が7年間に変更されたものの、平成19年度施設完成に向けてほぼ予定通り建設

は進んでおり、平成1９年1月現在進捗率は約75％である。昨年11月に始まったリニア
ックでのビーム試験は予定より早く進行しており、すでに181MeVの加速に成功してい
る（平成19年1月）。今年11月ごろには3GeV シンクロトロンでのビーム試験、平成
20年5月頃には物質生命実験施設MLFで中性子とミュオンのファーストビームが得ら
れる予定である（図表１−１−２：ただし写真撮影は平成18年2月）。ほぼ同時期に
50GeVシンクロトロンにも陽子ビームが供給されビーム調整試験の後、順次ハドロン、
ニュートリノ実験が開始される予定である（詳しくは http://j-parc.jp/参照）。
物質生命実験施設MLF（Material and Life Science Facility）の建物は竣工し、内部
では中性子およびミュオン線源の工事が急ピッチで進んでいるが、測定装置を設置する
ミュオンの4ビームポート、中性子の23ビームライン取り出し口の整備も始まった。中
性子実験装置については、平成14年度からすでに毎年装置提案を受け付け、中性子実
験装置計画検討委員会で審査しているが（ホームページ参照）、そのうち建設予算の見
通しの付いている装置は、JAEA 、KEK、競争的外部資金、茨城県 、それにビームモ
ニター／R&D用等合計10台である（図表１−１−３）。
J-PARCの陽子加速器の設計上のフルビームパワーは、3GeVシンクロトロンで1MW
(3GeV/333μA, 25Hz)であるが、その実現にはリニアックでの最終加速エネルギー
400MeVが必要である。しかし、予算上の制約により、リニアックの最終エネルギーを
差し当たり約半分の181MeVとせざるを得なくなった。このため、MLF施設での中性子
発生のための陽子ビームパワーは0.6 MWで建設が進行している。しかし、加速器のビ
ームパワーは完成から数年掛けて上昇せざるを得ないので、完成直後からリニアック加
速エネルギーの設計値（400MeV）達成への予算的措置が図られれば、もともと計画し
ていたフルパワー(1MW)達成時期から大きく遅れることはないと推定され（図表１−
１−４）、ユーザーもそうなることを切望している。
第二期計画の主要な施設は核変換実験施設であるが、これは然るべき国の評価を受け
て決定することになっている。また、ハドロン実験施設、MLFの中性子とミュオン実験
装置についても、それぞれそれらの拡張や増設計画は第二期計画に位置づけられている
（図表１−１−１）。
第2節

運営体制の準備状況

J-PARCは平成19年度で建設を終了し、平成20年度から施設運用のフェーズに入る。
そのため共同建設主体であるKEKとJAEAが、引き続き施設を共同で運営するための協
定を平成17年8月に締結し、平成18年2月にはこの運営を担う組織である「J-PARCセ
ンター」（永宮センター長）を両機関の実組織として設置した。センター長は、両機関
で組織する運営会議の決定を受けてセンターを運営することになっている。図表１−２
−１に両組織との関係を示すが、発足時は３ディビジョン（網掛け部分、職員62名）、
平成19年度にはさらに100名以上の職員が移動し、最終的には図のディビジョン、セ

クションなどを設置し、職員約330名、業務委託約280名からなる一大センターとなる
予定である。
現在センター長の下に各種の委員会、ワーキンググループ等を設けて、運用に関わる
諸問題（実験課題公募・審査の在り方、利用者受け入れ体制、インフラ整備等）を精力
的に検討している。また、現利用者協議会の中性子・ミュオン関連委員（JAEA, KEK
以外の委員）を発起人として「J-PARC／MLF利用者懇談会（仮称）」の設立準備がさ
れており、今年中早期の設立を目指している。
一方、平成18年12月から文部科学省の科学技術・学術審議会の下に「大強度陽子加
速器計画評価作業部会」が設置され、約2年後に迫ったJ-PARCの本格利用に備えた運用
のあり方についての審議を行い、平成19年６月頃を目途に答申がまとめられる予定で
ある。順次具体的課題についての審議が行われるが、J-PARCセンターが表明している
基本的考えは次の通りである（第2回作業部会での永宮センター長説明資料）。
(1) 利用の原則：
 ユーザー本位の原則
–

窓口の一本化

–

多様な国内外のユーザーの声を汲み上げる仕組み

–

ユーザー支援体制の充実

 一元的な利用体制
–

–

一元的な実験課題審査と審査基準。
•

審査の公平性、透明性の確保。競争性による優れた研究の選定。

•

内部ユーザーも外部ユーザーも審査対象。

一元的なユーザー対応。
•

国内外のユーザー、多分野に亘るユーザー、大学・産業界のユー
ザーを区別しない。

 バランスのとれた利用
–

J-PARC全体として、施設性能を最大限に発揮させ、優れた研究成果を出
す運営。
•

施設全体でのバランス。

多様な研究分野間でのバランス。

 利用料金の原則
–

両機関としては、成果公開課題の利用について無償の方向で検討中。

(2) J-PARC / 原子核・素粒子施設の利用方針
 ICFA/IUPAP のガイドラインを適用
– 課題公募の一元化
• 実験課題は J-PARCセンターで受け付け、結果も J-PARCセンタ
ーより通知。実験課題審査はKEK素核研に依頼
– 国内外のユーザーを区別しない同一の審査基準

― 成果公開が原則
 大学共同利用としてのユーザー支援を踏襲
(3) J-PARC/MLF利用の方針
■

一元的な利用体制
―学術研究、基礎研究から応用研究まで幅広い国内外に開かれた利用を推進
―大学共同利用と施設共用を併用し、１つの利用体系に包含する方向で
検討中
―物質・生命実験施設課題審査委員会（MLF-PAC)を設置し、そこで課題
審査
―中性子利用課題とミュオン利用課題

■

施設の性能を最大限に発揮させ、優れた研究成果を輩出する運営
―成果公開課題の利用は原則無償の方向で検討中
―成果公開課題はすべて課題審査

公平性の確保と競争性による優れた

研究の選定
―中性子とミュオン実験装置の併用課題や複数の実験装置を利用する研究
課題の受付
―最高の装置性能維持・向上のための研究開発及び装置性能を最大に発揮
する先導的研究、開発の推進
―支援体制の充実（コーディネータを配置した相談・支援、高い専門性の
技術支援サービス）
■

産業界に使いやすい仕組みの整備
―成果専有 （非公開) 課題、随時受付課題を設置
―知財ポリシーの策定などで知的財産権の保護
―秘密保持・情報管理の徹底
―トライアルユース制度の導入

第２ 章

利 用・ 運営 体制 へ の提 言と 中 性子 プ ラッ トフ ォ ーム 構築 に向 け て

利用者団体である日本中性子科学会がKEKとJAEAの２つの組織による共同運営体制
に直接的提言をできる立場にはないが、日本の中性子利用者を束ね、またJ-PARC/MLF
の最大の利用者集団の一つとして、J-PARC/MLFが真に有効的かつ効率的活用される利
用体制、将来の中性子プラットフォーム構築に向けての提言を以下にまとめた。
第1節

施設運営・維持における国の責務

国が多額の予算を投入して建設した世界に誇るべき研究施設であるJ-PARCを成功に
導き、日本の中性子科学が世界をリードするようになるには、国、施設、利用者がそれ
ぞれの責務を果たし、三者が一丸となった施設運営に関しての協力体制の構築が不可欠
である。このような協力体制が実質的に実を結ぶためには、現行の法律・制度の見直し
や改正も必要になることが予想される。法改正に利用者の直接関与は想定できず、利用
者の声を反映した国の支援と協力を強く要望する。
第2節

国際基準を満たす施設運営

国際競争に勝つには、国際標準を充たした施設運営が必須である。現在国際純粋およ
び応用物理学連合IUPAPの提言においては、
「世界最高を誇る先端的な大型研究施設は、
世界中の研究者は政治、地域と無関係に自由貿易が世界を繁栄に導いているごとく、自
由競争によって利用出来ること（公開の原則）を保障すべきである」という原理原則を
提唱している。国際的な共同利用を保障する為の措置を施さなければ今後益々激化する
国際競争に生き残れなくなるのは明白である。例えば、外国人も含めて外部の利用者の
便宜を図るに必要な研究スタッフや研究支援体制を配慮しなければならないが、我が国
の現状では、１台当たりの研究スタッフは辛うじて１人を超える人数しか確保できてい
ない。さらに多かれ少なかれ施設以外の大学の研究者の献身的な協力に委ねている研究
支援体制になっている。十分な対応が取れないと、我国の優秀な研究者が利用条件の良
いアメリカや欧州あるいは隣国の中国の研究施設に向かうことを加速し、我国の研究施
設を避ける事態の引き金になりかねないと杞憂している。また、国際標準として、成果
公開の研究課題に対しては、原則利用料金無償の方針を貫く必要がある。
第３節

ビームライン・装置の早期整備と装置開発研究費の確保

利用者がJ-PARC/MLFに対して切望していることは，ビームラインおよび装置の早期
整備と設置である。J-PARCの利用ポリシーに則った形の装置選定と建設を行うことを
遅滞なく推進すべきである。その際，利用者側，特にパワーユーザーの競争的資金など
を活用した装置設置を，施設側はどのように位置づけるのか，そして，施設の利用体制
との整合性をどう図っていくかを明確にしておく必要がある。現在、文部科学省の科学
技術・学術審議会「大強度陽子加速器計画評価作業部会」で議論されている１施設２利
用体制（あるいは１施設２運用機関）が，装置設置およびその後の装置維持管理に対し
てポジティブに働くことを切望する。この点に関しては，例えば装置設置に関して，主
要関連大学が連携をとって，資金獲得を行うことも計画されており，施設側も利用者側
からのこのような働きかけに積極的関与することを希望する。
さらに、将来的にJ-PARC/MLFが世界の研究をリードしていくためには、施設稼働後
も既設装置の高度化とともにさらなる装置の開発研究は必須である。現状を勘案すると、
装置の開発を含む研究課題への配慮は少なく、装置開発研究費を競争的資金で獲得する

ことは至難である。将来の施設の研究を維持し、発展させるためには、施設の装置開発
研究費の確保に配慮が不可欠であろう。
第4節

中性子装置建設のグランドデザイン

＜第一期建設予定装置＞
第一期としてプロジェクトチームがJ-PARCの建設終了までに整備すると位置づけた
１０台の装置（中性子源特性試験装置を入れると１１台；図表２―4―１参照）の建設
が予定されている。これらの装置は物質・生命研究に必要不可欠な装置として
J-PARC/MLFが基本的に持つべきであると同時に、世界最先端の性能を有している。こ
れら装置の選択は、J-PARCの前身である統合計画の段階から非常に長い期間をかけて、
広い分野のユーザーコミュニティー、施設、装置建設グループ（物質生命実験施設グル
ープ分光器サブグループ（プロジェクトチーム））等で、研究分野間のバランス、設置
装置全体のカバーする波数ーエネルギー、中性子源の工学設計等を考慮し、十分な協議
を行い決定されたものである。さらに、その設計方針、性能や建設計画については
J-PARCセンターのもとにおかれた中性子実験装置計画検討委員会において審議、承認
されており、日本中性子科学会としてもその早期建設を望んでいる。
１０台の分光器実験装置の整備については、これまでのJAEA及びKEKの予算化の努
力の結果、半数以上の建設が進みつつある。しかしながら、残る数台の確実な予算化に
は至っていない。現時点で１０台すべてについて予算化がなされていないのは大きな問
題である。１０台の装置が初期段階から広い利用者のニーズに応えJ-PARC施設の性能
を最大に発揮させる基本装置としての重要性の観点から、今後とも、国、施設、利用者
が一体となり早急に予算獲得の努力を継続することが肝要である。これ対する具体的方
策として、競争的資金の獲得はもとより、JAEAあるいはKEKの機関としての立場に捕
われることなく共用促進法等の仕組みの導入も視野に入れるべきである。国として、早
期に国際的公共財たる大型共用施設充実を実現するための予算化が早急になされるこ
とを切望している。
＜第二期における装置建設計画＞
現在 J-PARC／MLF に設置すべく中性子実験装置専門委員会で審議されている、もし
くは承認された分光器は３０台におよぶ（図表２−４−１）。J-PARC/MLF の中性子ビ
ームラインは２３本であり、すでに提案装置の数が上回っている。J-PARC/MLF を有
効的・効率的に利用し、日本および世界の科学技術の向上と発展に貢献していくには、
第二期以後の装置設置建設のグランドデザインは重要な課題である。
今後の２３本の装置整備計画に付いては、すでに提案されている装置に捕われること
なく、進めていくべきである。第二期の装置整備計画で大切なことは、(i) 将来の日本
および世界のサイエンスの動向を見極めた装置バランスであること、(ii) 分野間の健全
な発展を見極めた装置のバランスを考慮すること、(iii) 日本の独自性を確立できる計画

であることなどが大切である。将来における研究・開発の状況の変化を想定すると、現
時点では装置の配分は分野間バランスを各分野の意見をもとにまとめる程度で十分で
あろう。むしろ、今後各利用者コミュニティーや外部学識経験者と連携をとりながら、
継続的な審議を進めていくことを提案する。
海外からのビームライン建設については、基本的には施設のグランドデザインに沿っ
たものであることが必要となると思われる。今後日本の、ひいては世界のサイエンスに
どのように寄与できるかという観点で審議をすべきである。日本からも同じような装置
が提案されている場合、政治的な問題が介入する場合なども想定されるが、基本的装置
設置基準、運用・利用形態は世界標準を基本として、同基準で建設を決定すべきである。
第５節

施設における教育機能

先端研究施設が自前の教育機関としての機能を発揮しづらい状況に置かれているこ
とはより深刻な問題であり、後継者養成に遅れを取る事態を招いている。大学との円滑
な連携や、人事交流を積極的に進め、有能な大学院学生がこれら先端研究施設に触れる
機会を増やす努力が必要である。重点研究領域に大学と研究施設との連携研究の導入、
優秀な学生を施設に派遣し学位を与える大学院教育制度の導入、また大学研究者が学生
を連れてサバテイカルでこれらの研究施設で十分実験出来るプログラムの構築など、教
育制度の根本的な見直しも必要である。
第６節

施設運営におけるポリシーと問題点

文部科学省の科学技術・学術審議会「大強度陽子加速器計画評価作業部会」で議論さ
れている「J-PARC の利用ポリシーに関して」は，現状を勘案した場合，利用者として
充分支持できるものであり、透明性、公平性の高い利用体制・運営体制がこの利用ポリ
シーをベースとして早く構築されることを望む。
１つの問題は，現在提案されている、JAEA の施設共用と KEK の大学共同利用の併
用（もしくはそれと同等と考えられる１施設２利用体制）に関してであり、利用者とし
ては，施設を利用する際、できる限り単純で明快な利用体制を希望する。２つの利用体
制を併用し，かつ一元的利用体制を構築することが，ユーザーにとって混乱を招きかね
ないという懸念が拭えない。例えば，現状では JRR-3 の大学共同利用は物性研が取り
まとめ，施設共用は JAEA が行なっているが、その両方の利用を利用者が自らの選択で
行なっている。このような１施設２利用体制は，新規利用者には難解で，中性子ビーム
利用のしきい を高くし ，ユーザ ー層の裾 野の 広がりを妨げ ていると 懸念され る。
J-PAR/MLF でも同じような状況が出現すれば，同一の装置に対して，２つの利用体制
下での実験が行なわれることになり、利用者にとっては不透明な利用体制となる。
１施設２利用体制が JAEA と KEK の両法人が共同運営することでのシナジー効果の
１つとして提唱されたものであるなら，そのシナジー効果が早期の段階から現れる一元

的利用体制の構築が望まれる。そのために，１つの命令系統で２つの利用形態を動かす
体制（J-PARC センターに強い権限を与える）を構築し、さらに将来的には，人的・財
政的に独立した１施設１体制にまとめあげるべきであると考える。利用者にとっては、
複雑な利用形態・運営形態は、いくらそれが原則的に透明、公平であろうと、不透明、
不公平に写ることは間違いない。利用者側としては，施設を利用するにあたって，でき
る限り単純で明快な利用体制であれば，その利用形態の微細構造を気にする必要はない
が，現状で，異なる機関が関与する国内の大型施設の複雑な利用形態を見た場合、懸念
が残ることは確かである。
利用体制を一本化させる場合，大型施設利用の国際的な潮流と時代の要請を見極める
必要がある。しかし現状で考えるなら、施設共用的利用か大学共同利用かであろう。利
用者からみた２つの利用での大きな相違は，ユーザーが施設の財産・知財を共有すると
いう意識を持つかどうかということであると考えられる。そのような意識が根底にある
のが，大型施設に関して従来行なわれ，特に基礎基盤的研究で成果をあげてきた大学共
同利用であろう。利用者相互のサポート，利用者による装置の維持管理のサポート，施
設とユーザーの共同作業と相互扶助の共同利用で成り立っていた。これは，大型施設の
維持管理に，充分な人的，財政的資源を持たない日本の現状にうまく整合した利用方法
であった。その結果として、施設は利用者に旅費をサポートし，原則的に施設利用を無
償にしてきた。しかし，この方式の共同利用も，大学の法人化に伴い大きな見直しを迫
られており，豊富な人的，財政的サポート体制を有する外国の大型施設との，競争・協
調の中に生き残れるかどうか不透明な部分も多い。
一方，施設共用的利用では，施設側が全て装置の維持管理とユーザーサポートを行な
い，ユーザーは単に装置の利用者となる。中性子の利用者が国内の大学や研究所の研究
者だけでなく、中性子利用の未経験者や産業界、そして外国からの研究者へ拡大するこ
とが明らかな JSNS（Japan Spallation Neutron Source、MLF 中の中性子実験施設）
では，このような形態の利用法も必要性が高いと考えられる。しかし反面，大部分の大
学の利用者が行っている基礎基盤的研究にそぐわない側面があることも事実である。こ
の利用法で大事なことは，利用者の利便を最大限に確保することで，この利用法を実質
的に継続的に行なうには，従来にも増して，サポート体制を強化するための充分な人的，
財政的資源が必要となるのは明白である。装置設置の資金確保もままならない現状で，
このような資源確保が可能なのか，利用者として不安が残る。
これらのことを考慮した上で、もし２つの利用体制が共存する形となっても、同一の
装置に対して、利用者が同じサービス、サポートが受けられる利用体制の構築が望まれ
る。
第７節

施設運営において備えるべき機能

さらに具体的に利用者にとり重要と思われる制度や機能について、以下にまとめる。

(i) 課題審査
各研究課題において、装置の所有者によりユーザーに対する利用形態の差異があって
はならない。また、課題申請窓口の 1 本化は当然であるが、JAEA の施設共用研究と
KEK の大学共同利用の審査基準の透明性・整合性が保たれなければならない。
(ii) 課金制度
成果公開の課題に対しては原則無料とし、成果非公開の課題については有料とするの
は妥当であろう。ただし、その価格は国際標準として適正価格あることが不可欠である。
国際競争、産業利用の促進のための課金制度を設けることは必要であろう。
(iii) 学術研究・産業応用研究のコーディネーション機能および支援機能の整備
各研究課題が最大の成果を得るためには、国際標準化した研究支援・サービス体制の
確立は欠かせないと同時に、課題審査にリンクした研究コーディネーション組織を設置
すべきである。J-PARC/MLF 稼働直後においては十分な成熟度に達していないと考え
られる産業応用ユーザーに対する優遇支援体制の整備、知的財産保護制度の確立も大切
である。
(iv) 国際標準化
国際競争、国際連携における基本的な方針の確立と制度化をすべきである。さらに、
国際標準の利用体制と課金制度の確立のみならず、国際標準のユーザーサポートオフィ
ス（宿舎、支援等）の設置が必要である。
(v) ビームラインの整備運営と改廃機能
所有者の異なるビームラインの設置基準の整合性を保つこと、またビームラインのス
クラップアンドビルドの調整機能は持つべき機能である。
(vi) 人材育成
将来の研究者の育成を視野に入れた組織とすることは大切である。
(vii) 量子ビームの相補利用体制の促進
中性子利用課題のみならず、量子ビーム各施設との連携が大切である。例えば、中性
子への申請課題が放射光 X 線により適した課題である場合には、放射光施設への課題移
行やその逆も含め、利用者への提言を行える制度の確立が望まれる。
(viii) 広報活動の充実
社会的責任としての説明責任を含め、広報・宣伝活動の機能充実をはかる必要がある。
第８節

前期量子ビームプラットフォームの推進

前期日本中性子科学会大型施設共用問題特別委員会で、量子ビームプラットフォーム
に対応する種々の機能を持った中性子ビームプラットフォームの提案を行った（平成１
８年、日本中性子科学会大型施設共用問題特別委員会、最終報告、「包括的中性紙利用
のあり方について」
、図表０−１参照）
。将来的には、人的・経済的に独立した組織の設
立が理想ではあるが、現状の組織的、経済的状況を勘案するとその実現は容易ではない。

しかし、現実に２年足らずのうちに J-PARC が稼働し、MLF にビーム供給が始まる現
状を鑑み、その立ち上げは急務である。特別委員会では研究のコーディネーションを中
心とする前期量子ビームプラットフォームの設立を提案する。
＜前期量子ビームプラットフォーム（仮称）の設立提案＞
１）研究のコーディネーション、特に量子ビームについて不慣れな産業利用分野でのコ
ーディネーションを業務の中心とする。
２）当面のコーディネーションの必要性が高いと思われる放射光施設と中性子施設にお
ける研究課題のコーディネーションに重点をおくが、将来的に中間子、XFEL や RIBF
等の研究課題コーディネーションも視野に入れる。
３）放射光施設、中性子施設の産業利用申請枠にコーデイネーション枠を設ける。
４）現在の SPring-8/JASRI のコーディネーターに対応する組織を J-PARC/MLF に作
り、その連携を図る組織を構築する。その際、機関横断型組織となるため、中性子科学
会と放射光学会のアライアンスを構築し、その所掌にするのも一案である。
５）コーディネーター選定においては、中性子および放射光実験両方に造詣が深く、広
い人脈を持つ人物の選択が肝要である。
６）コーディネーターは技術相談のみならず、課題の重要性と各施設の課題実施能力を
判断し、もっとも効率的な実験計画を作成する。また、そのための権限を与える必要が
ある。
７）コーディネーターの実際の業務については、別途実務レベルも含んだ議論が必要で
ある。
第９節

JSNS と JRR-3 の利用と一体的運営

最後に J-PARC と同一敷地内に存在する JRR-3 との関係について、利用者の立場か
ら言及したい。利用者は J-PARC が立ち上がり，その中性子施設（JSNS）が定常状態
で運転されても，JRR-3 の定常中性子ビームの利用を強く望んでいる。JSNS のパルス
ビームの瞬間強度は JRR-3 のビームの 100 倍以上あり，特色ある実験が可能であるが，
時間平均すれば両者の強度差は，さほどない。実験によっては JRR-3 で行なう方が効
率の高い場合が存在する。世界的にも，定常炉の中性子ビームをパルス中性子に置き換
えるという考え方は全くない。むしろ，オークリッジ研究所のように，両方の中性子源
を効率よく一体的に利用しようという考え方が国際的には最先端の中性子利用の考え
方である。
予算が逼迫し，いよいよどちらかを選択する必要がある状況を想定した議論を，当学
会では行なっていない。JRR-3 を停止させた場合に，それで新たに投入できる金額は年
間１０億程度であり、パルス中性子分光装置１台の建設費程度となる。これと，現在の
JRR-3 のアクティビティー全体を停止させることとの比較は，ほとんど意味がない。
もっと積極的に、熱中性子の積分強度は J-RR３定常炉中性子の方が勝っている（図

表２−９−１）ことを考えると、熱中性子を利用する 3 軸分光器や CRYOPAD などの
運動量―エネルギー空間内の局所空間における精密測定と高能率測定（温度変化なども
含む）においては、原子炉での測定が有利になる。中性子強度の積分時間で有利な熱中
性子ラジオグラフィ、放射化分析・即発ガンマ線分析等の研究においても、原子炉の優
位性は自明である。さらに、日本中性子科学会の構成員には、中性子散乱測定による物
性・構造研究以外に、中性子線照射による物質の改質を行う研究者も多い。例えば、シ
リコンドーピングの様に大容量の均一な照射場を必要とする研究は、原子炉を用いての
み行えるものであり、J-PARC 完成後の原子炉の必要性を顕著に示す例である。これら
のことを勘案し、中性子科学科学会として、J-PARC 完成後も原子炉の必要性を強く訴
えるものであり、J-PARC のパルス中性子と JRR-3 の原子炉中性子が共に健全・有効に
利用されてこそ、日本の中性子研究が世界的競争をリードしていくと確信する。
もっと重要なことは，J-PARC の中性子源をこれから１０年以上にわたって有効活用
し，激しい国際競争の中で大きな成果をあげていくために，中性子関連の人材の定常的
な輩出と確保が必要である。X 線と異なり，各大学の研究室に線源を持たない中性子の
分野は，この人材育成のために少しでも手軽に多くの中性子ビームを利用できる環境が
必要であり、そのためにも JRR-3 の果たす役目は大変大きい。
利用者側とすれば，施設側の運営形態の微細構造は問うべきではないかもしれないが，
米国 SNS が行ったような、施設完成後の１施設１運営体制，さらには２施設１運営体
制（原子炉とパルスの一体的運営）への移行は，中性子施設の運営方法としては，１つ
の理想的なものである。限られた人的，財政的資源の有効活用だけでなく，両施設を利
用する申請課題の実行とその成果を最大限に引き出すうえでも，大いに検討に値する運
営形態である。もちろん、移行に際しては，さまざまな困難が予想されるが，中性子利
用者はその実現を切望している。

第３ 章

利 用者 層拡 大に つ いて

J-PARCが稼働し、これまでよりも2桁以上強いパルス中性子が利用できる状況におい
ては、様々な新たなサイエンスの展開と同時に産業利用による新たな利便性の創出に繋
がる研究が可能となる。そのためには、施設の効率的かつ有効的な利用形態の確立とも
に、その施設を適切かつ有効に利用できるユーザーの存在が必須である。言い換えれば、
J-PARCが如何に有効に活用できるかは、中性子科学を理解し、中性子をそれぞれの基
礎研究や応用研究に利用できる利用者がどれだけ存在するかに依ると言っても過言で
はない。利用者を代表する日本中性子科学会としては、J-PARCの効率的有効利用に向

けて、現状の中性子利用者の現状を鑑み、小型中性子源の将来と学術利用を含む産業利
用について議論を行い、次の提言を行うに至った。
第１節

底辺拡大と小型中性子源の将来

J-PARCの稼動により、従来の高エネルギー加速器研究機構スパレーション中性子源
（KENS）に比べて2桁以上というビーム増強が実現する。これは同時に従来よりも2桁
程度多い中性子利用研究者を受け入れる能力を有することを意味する。このような膨大
な新しい中性子利用者の開拓が緊急課題となり、革新的かつ組織的な中性子研究の新機
軸を出す必要がある。考えられる新機軸の一つとして、「小型中性子源による中性子普
及」という具体的かつ実現性の高い方法が提案されている。
近年の中性子光学の発達は、中性子の利用効率を桁違いに向上させた。特にこの分野
の日本の貢献度は特筆に値する。この開発成果を中性子小角散乱の集光光学系に応用し
た例では、従来法の200倍を超える中性子強度の増強を実現させた。同種の技術革新の
成果がJRR-3のビームラインに逐次応用され、今後J-PARCにおける中性子利用実験に
応用されることが期待される。さて、翻って中性子光学の活用は、現在使われている中
性子源の200分の1の強度でも、従来程度の中性子実験が可能になることを示唆してい
る。これには小型加速器と中性子減速体系の技術が必要であるが、この分野に置いても
日本の先駆的な研究の積み上げが利用出来る。このような基幹技術と大学のインフラを
総合的に利用し、従来実用が不可能と思われた中小規模の中性子源利用を促すことにな
る。先駆的な実例として北大工学部、東北大核理研の中性子源が挙げられる。
放射光X線利用に眼を転ずると、膨大な数のラボX線なる小規模なX線源が日本全国に
配備されており、研究者の身近な研究手段として定着している。そして、小型X線源は
学生や若手研究者にX線散乱実験教育に供せられ、研究現場では黎明段階にある先駆的
研究における試行実験や試料調整に欠かせない構造の同定の為に、日常的にしかも気軽
に活用されている。一般社会においてもX線の普及をもたらし、放射光X線利用研究の
底辺を支え潜在的研究人口が極めて多い理由にもなっている。一方中性子利用は極めて
限られており、中性子を実感する人口が放射光X線に比べて桁違いに少ない点が中性子
科学の決定的な弱点となっている。このギャップを埋めるには、上記の小型中性子源の
大学への配備が考えられる。日常的に運転される位のコンパクトな装置と予想できるし、
設置に必要な技術開発項目も極めて限られたものであり、短期間に実現が可能と予想さ
れる。従って小型X線源に対応して、小型中性子源が普及できる可能性を持つ。そうな
れば、中性子科学の底辺を一挙に拡大する切り札となりえる。大型中性子実験施設の産
業利用と並んで、小型中性子源普及が起これば、先駆的な研究分野開拓や中性子利用の
大学における教育を通じて次世代研究者の育成などが連鎖的に起こり、ひいては産業界

において製品開発研究のみならず生産工程での製品加工や品質管理にも組み込まれる
ことが期待される。
ここに描いたシナリオの基礎となる中性子光学は、日本の中性子科学が系統的な流れ
として世界を先導し、国際的に一つの研究分野として認知されるようになってきた。こ
の項を纏めると、中性子変換の為の原子核工学を統合して実現する小型中性子源と、そ
の普及がもたらす全国分散型の底辺の極めて広い中性子利用体制は、中性子科学の新し
い潮流として世界を先導するものである。中性子光学は基礎物理の研究であったが、現
在では技術革新が進んで物質研究に応用される段階に到達した。今後、この研究活動を
研究体制にまで発展させ、新しい概念を確立させることにより、世界の中性子科学研究
を牽引することができる。その流れ全体を知的財産として所有することは、中性子科学
の学問的な先駆性から産業としての新規市場の開拓にわたって、科学研究の成果を国民
に還元することになると期待される。
第2節

産業利用と学術利用

これまで欧米諸国と同様に、我国も学術研究を基盤として中性子利用研究が発展して
きたが、J-PARC のように建設・運営に巨額の国費が投入されると、当然社会還元や説
明責任が要求される。学術研究では新発見による歴史に刻む成果やノーベル賞受賞など
国家的栄誉を得ることが端的な例となるが、産業応用研究では経済的波及効果や生活利
便性の向上などが期待される。社会還元の両輪として学術研究も産業応用も併行して積
極的推進が要請されているが、長い歴史と実績のある学術利用に比べ、J-PARC を含む
国家的大型施設の産業利用への取り組みは極めて新しく、先の大型施設共用問題特別委
員会で、漸く産業利用についての積極的議論が展開されたばかりである。大学共同利用
や全国共同利用に基づく学術利用の重要性が揺るぐことはなく、また産業利用の基盤と
してその重要性が今後益々増大することは明らかである。現状においては、立ち後れて
いる国家的大型施設の産業利用の推進が急務である。
21 世紀の日本は知的創造立国を標榜し、より斬新で付加価値の高い製品を創造しな
ければならない。そのためには、従来にない概念を導入して飛躍的に高い個別の性能発
現や、多機能(システム化)・新機能などを有する製品の開発に取り組まねばならない。
その技術開発において、産業界の研究者、技術者は学術研究者との共同研究が要求され
る機会が増えると予想される。産学官連携が叫ばれて久しいが、新発見の物理・化学現
象から製品に繋げる実用開発研究に要する道程には所謂「死の谷」の存在が最近の話題
になっている。通常「死の谷」は２つの頂の深い谷間が示されることが多いが，ここで
は基礎科学まで踏み込んで考えるので４つの山と３つの谷間を示した（図表４−２−
１）。最後の難関である工学と産業応用間の「死の谷」を埋めるのが益々難しくなって
行くが、これを乗り越えるには欧米は無論、最近成長が著しいＢＲＩＣｓにも後塵を拝
することの無いように「産学官連携」の強化が必須であると考える。産学官連携の成功

の鍵は「企業情報の漏洩」を防止する為の木目の細かい学官の対応であり、企業にとっ
て「命取り」にさえなる機密漏洩には殊の外配慮しなければならない。中性子共同利用
では未経験領域であるが、産業応用に於ける重要課題であると考えられる。
近未来に始まる、かって誰も経験したことの無いような世界規模の激烈な開発競争の
中で、日本が勝ち残る為に、先ず中性子利用研究者全体がこぞって現状の「産」と「学」
の関係を洗い直し、日本型「産学官」連携の優位性と問題点を分析の上、機密情報の漏
洩防止に必要な情報管理システムの構築と、情報の価値の高さの認識とともに，漏洩し
た場合の国や企業の損失の甚大さを認識させる為の「研究者倫理教育」の徹底なしに産
学連携は進まない。

第４ 章

他 の中 性子 散乱 施 設の 現状

第1節 改３号炉（JAEA側）
日本原子力研究所（現原子力機構）は、1963年に国産技術で初めての多目的研究炉
JRR-3 （10MW）を建設したが、その後の中性子ビーム利用の高度化の要請に応えて
1985年から5年かけて同研究炉を改造し高性能化した。すなわち、熱出力を20MWと
倍増するとともに、冷中性子源（液体水素）ならびに冷中性子を有効に利用する装置群
を設置するガイドホールを新設した。この改造により、中性子束は約3倍（3x1014
n/cm2/sec）、装置台数は約3倍となり、さらに本格的な冷中性子利用可能な世界トッ
プクラスの研究炉に生まれ変わった（図表４−１−１）。それ以来我が国の中性子研究
の中核施設として稼動しており、利用者はいまだに増加している。その様子を図表４−
１−２に示す。なお、次節で述べるように、このJRR-3には全国共同利用のために東大
物性研が実施機関となって合計14台の中性子回折・散乱装置を設置している。一方原
子力機構では、現在中性子回折・散乱装置11台、ラジオグラフィ装置2台、即発ガンマ
線分析装置2台を設置しており、さらに反射率計、多目的R&D用2軸回折計などを整備
中である。
JRR-3の運転は、年間7サイクル（25日フルパワー連続運転／サイクル）行われてい
るので、中性子利用日数は年間175日であり、国際的な主要研究炉に比べると年間稼働
率（年間稼働率48% = 175日/365日）は低いといわざるを得ない。しかし、JRR-3は
設置以来15年が経過し各種の高経年化対策が必要である上に、運転経費の削減により
その175日の運転日数確保も困難になりつつある。そのため原子力機構では、年度を越
えた運転モード導入等により効率的な運転ができる対策を立てつつあるが、一方JRR-3
冷中性子強度10倍化計画を中期目標に掲げ、新型冷中性子源容器およびスーパーミラ
ーガイド管の設置に向けて努力し、さらなる利用者の利便性の向上を図ろうとしている。
平成 18 年度より放射線利用振興協会（略称：放振協）による中性子利用技術移転プ

ログラム（いわゆるトライアルユース）が JRR-3 の中性子を利用して始まった。これ
は平成 17 年度の量子ビーム研究開発・利用推進検討会（文科省）での議論をもとに、
主として産業界の中性子利用の促進を図る目的で発足した国主導のプログラムである
が、我が国における 40 数年の中性子利用の歴史の中で画期的な出来事である。初年度
の平成 18 年度は、多彩な 55 件の実験課題を JRR-3 で実施し大きな成果が得られた（放
振協 HP）。平成 19 年度も同規模で実施予定である。この実験課題審査は、放振協に設
けられた審査委員会で行われている。
原子力機構では平成 17 年 10 月の機構発足を契機に、他の研究機関では所有できな
いような大型施設を広く外部利用者に提供する「施設共用」制度を平成 18 年度から導
入した。JRR-3 もその対象施設と位置づけ、一定の利用料金（1 件当りの取り扱い手数
料 10,300 円と液体ヘリウムなど利用者の特定消耗品代）を設定している。これらの
利用申請課題の審査は、原子力機構の中性子ビーム利用専門部会（部会長：吉澤東大教
授ほか多くの機構外の委員で構成）で行われている。
このような JRR-3 における中性子利用プログラムは、従来の大学を中心とした学術
的基礎研究のみならず、産業界からの応用研究や産業利用にも広がりつつある様子が図
表４−１−２から見て取ることができる。
第2節

JRR-3（物性研側）

＜JRR-3 の大学の研究設備の現状と J-PARC への対応＞
平成 2 年度以来、JRR-3 には大学の中性子散乱実験設備が 14 台設置され広範な研究
分野で高度な基礎研究が実施されてきており、平成 18 年度で JRR-3 の利用運転開始後
15 周年を迎えたところである。大学が所有する中性子分光器群は平成 14 年度（2002
年度）から平成 17 年度（2005 年度）までの期間に大幅な高度化が実施され、世界的
にも高い競争力のある研究設備群として整備し直された。これを受けて物性研究所が窓
口を担当する JRR-3 の中性子散乱実験の全国共同利用では、ますます充実した研究が
展開されており、その規模は、ここ数年間、受付課題数で 300 課題、延べ実験者数は
5000 人日（物性研附属中性子科学研究施設職員の研究活動を含む）にのぼっており、
引き続き各大学が行っている様々な新装置の開発や高度化による測定効率の向上や利
用形態の効率化により、利用規模は今年度以降も漸増傾向にある。
J-PARC の MLF の中性子散乱設備の稼働が平成 20 年度（2008 年度）に迫っている
が、JRR-3 の大学所有の研究設備群は、上述の高度化の際に原子炉が提供する「定常中
性子ビーム」の特性を最大限に活かす装置群へと「選択と選別」を図った。さらに、日
本原子力研究開発機構原子力科学研究所（JAEA）も JAEA の中期目標に則り JRR-3 の
冷中性子供給設備群の 10 倍化計画を推進しており、MLF 稼働後も JRR-3 の大学所有
の研究設備群は我が国の中性子科学を担う基幹研究設備としての重要な位置を占め続
けるであろう。東京大学物性研究所は、JRR-3 の研究設備による中性子ビーム利用によ

る基礎研究を、今後も全国共同利用機関として責任を持って推進する。
また、J-PARCへの対応としては、MLFのビームラインに東京大学の中性子散乱実験
装置を1台建設することにしている。この装置が加わることにより、物性研究所の管理
するJRR-3の中性子散乱実験装置群と合わせると、物質の振舞いを、実にエネルギー領
域で9桁（neV ~ eV）、運動量領域で4~5桁（0.001 ~ 10 Å）の広範囲で研究で
きる体制が整えられ、より強力にハードマターからソフトマターまでの物質科学の研究
が推進される予定である。
＜JRR-3 の施設利用と大学の全国共同利用＞
平成18年4月より、JRR-3の施設利用は、JAEAの提供する「施設共用（一般枠）」と、
物性研が全国共同利用研として取りまとめを行う「全国共同利用」の一施設二制度体制
となった。「全国共同利用」の大学の装置はJAEAの提供する「施設共用（優先枠）」で
JAEAに受け入れられており、それらの装置のビームタイムは物性研究所の全国共同利
用制度により全国の研究者の利用に提供されている。
第３節 京大炉(KUR)の共同利用の現状分析
昭和３８年 4 月に原子炉実験所は、
「原子炉による実験及びこれに関する研究」を行
うことを目的に研究用原子炉等を主要施設として設置され、以来 42 年間稼働し、平成
１８年 2 月 23 日に高濃縮ウラン燃料の利用が終わるに伴い停止し、約 2 年間の休止
となっている。休止中に低濃縮化に伴う設置変更と保守点検を行っている。平成２０年
４月には原子炉の再開を予定しているが、休止期間、韓国原子力研究所(KAERI)と研究
協力協定によって、研究用原子炉(HANARO)を利用した放射化分析と中性子ラジオグラ
フィ実験を中心とした共同利用を運用している。また、中性子捕捉療法によるガン治療
については、日本原子力研究開発機構(JAEA)に設置されている研究用原子炉(JRR-4)
を利用し、KUR プロジェクト研究の枠組みでおこなう JAEA との共同研究として継続
している。再開後平成２８年 3 月まで、KUR は 1MW で稼働し、医療照射時のみ 5MW
として運転を計画している。この使用済み低濃縮ウラン燃料の返送契約は米国とすでに
締結済みである。もし、米国が使用済燃料の引き取り期限を再延長すれば、平成３２年
3 月まで運転を継続し、その後廃止処置（地元協議が必要）に移行する予定である。こ
のように KUR 再開後において 1MW の低出力運転を運用するため、中性子を使った共
同利用研究は、主として放射化分析、材料照射、放射線生物影響、核分裂オンライン同
位体分離実験などの研究が予定され、中性子強度が低いため世界最先端の中性子散乱・
回折実験に関しては難しい状況にある。しかし、一部の中性子ラジオグラフィ実験や中
性子回折の予備実験、中性子回折装置部品のテスト実験など工夫した研究を展開してい
く計画である。

原子炉実験所では安全で燃料の増殖、核廃棄物の核変換処理が同時に行える夢の原子
炉となる可能性を秘めた加速器駆動未臨界炉(ADSR)を始めとする新たな基礎研究を開
始すべく、KUCA（臨界集合体実験装置）棟に隣接して、固定磁場強集束型(FFAG)陽子
シンクロトロン加速器を建設している。実験所のさらなる将来計画は、1GeV のパワー
を持つ FFAG 加速器の開発を行い、ADS 研究炉の建設することである。この ADS 研究
炉は原子炉実験所の新しい中性子源となる。
原子炉実験所中性子グループは３研究室で構成され、そのメンバー１１名のうち、
J-PARCの種々の装置設計に何らかの関与をしているのは９名であり、将来にわたり可
能な限り参画していく予定である。また、原子炉実験所はJ-PARCの中性子源に設置可
能な装置としてパルス中性子用スピンエコー装置開発を計画し、現在、独立行政法人科
学技術振興機構(JST)から開発資金を獲得し、開発設計・製作中でJ-PARC中性子源によ
る性能試験を計画している。

第５ 章 関 連あ る施 設 の現 状
第1節 米国SNS施設の現状について
SNS 施設（核破砕中性子源）は米国エネルギー省（DOE）が 14 億ドルを投じ 1999
年よりはじめられた 1.4MW のパルス中性子源計画である。7 年間の建設を終え、2006
年 4 月より中性子ビーム発生に成功し、現在、施設、加速器、中性子源、実験装置の
試験運転を進めている（図表５−１−１）
。

SNS 計画は米国始まって以来の大掛かり

な研究所間協力により進められた。DOE 傘下の 6 つの研究所が以下の分担を行って進
めた。
Argonne National Lab（ANL）

（実験装置建設分担）

Brookhaven National Lab（BNL）

（蓄積リング建設分担）

Lawrence Berkeley National Lab（LBNL）
Los Alamos National Lab（LANL）

（イオンソース建設分担）

（常伝導 Linac 建設分担 (200MeV 迄)）

Oak Ridge National Lab（ORNL）
(中性子ターゲットステーション建設分担と全体統括)
Thomas Jefferson Natʼl Accelerator Facility（JLab）
（超伝導 Linac 建設分担(200MeV 以上)）
しかしながら、建設完成後、SNS の運営は Oak Ridge 国立研究所に移譲され、合理的
な運営を進めている。更に、Oak Ridge 国立研究所がすでに有してきた 85MW 研究用
原 子 炉 施 設 (HFIR) と SNS 施 設 を 統 合 し た 中 性 子 科 学 部 門 （ Neutron Sciences

Directorate、600 名規模）を新たに組織し（2006 年 10 月）、中性子科学についての
統括的な運営を開始した（図表５−１−2）。両中性子源でなされる科学の共通性、相
補性、利用者が重複していること、技術開発、施設の維持、管理、安全に共通性がある
ことから、非常に大きな効率性を実現できることとなった。
一方、これら施設の利用ポリシーは IUPAP（物理・応用物理国際学会）の大型施設(高
エネルギー・原子核施設、核破砕中性子源、放射光、原子炉等を含む)についての運営
に関する提言に基づいている。地域、国に無関係に科学的重要性と国際貢献の理念に基
づき、
“共同利用施設”を根本に据えている。したがって、SNS が行うべき役割と業務
として、以下のものをあげている。
・中性子の安定供給のための中性子源維持・高性能化
・最新鋭実験装置の維持・高性能
・熟練した職員による施設、実験装置の維持・高性能化と利用者に対する支援
課題審査の基準等は、以下の通りである。
・科学的重要性
・実験技術的な妥当性
・実験グループの能力
・実験遂行に施設がリソースを提供可能かどうか
利用者の区分けについては、以下の通りである。
・General User

(大学、産業界、外国人に対して同一の基準、差別はしない。）

通常課題、プロジェクト課題、特別課題
・Partner User
装置の維持管理、開発、運転に参加する、装置建設、開発に資金を提供。
実験時間割り当てについて、以下の通りである。
・職員用時間

５％

・Partner User time

最大２０％(三年ごとに評価する）

・General User time

最低７５％

基本的に利用者に一切の課金を行わない。ただし、成果非公開課題については課金され
る。全米の施設の課金計算には統一基準があり、SNS では 1 日約 200 万円となる。
陽子ビームパワーは、初ビームより約半年後の 2006 年末において、60kW 程度の
調整が行われており、200kW になると思われる 2008 年初頭には一般利用者への共用
開始を予定している（図表５−１−３）。
また中性子実験装置については、すでに 3 台の装置が稼動を始めており、18 台の装置
の予算化がなされている。図表５−１−４に装置の建設スケジュールを示した。現在、
海外から 2 台の実験装置（残留応力

カナダ、スピンエコー

ドイツ）が建設中であ

るが、それらは SNS に帰属され、SNS が運転、管理をすることになる。これは、施設

全体が統括運営されて初めて持ちうる最高の性能が発揮できるという考えに基づいて
いる。
American Competitive Initiative により米国の科学の国際競争力をさらに高めるた
めの一環として、2010 年度までに、加速器パワーを３~４MW まで高め、更に 2013
年度までに第 2 ターゲットステーションの建設を完了する計画がある。そのための機
器の開発と実現すべき中性子源の特性についての議論がすでに始められている。
更に、SNS 施設に試料準備等の研究環境を付加し、研究プラットホームとすべく、
SNS に隣接して Center for Nanophase Materials Sciences とテネシー大学の出資によ
る Joint Institute for Neutron Science の研究施設が建設されつつある。両施設ともに、
研究用試料の合成、物性測定等が行える共同利用施設であり、外部大学等の研究者の
SNS へのよりいっそうの求心力を高める役割を有することとなる。
第２節 ISIS施設の現状について
ISIS 施設は、CCLRC(Council for the Central Laboratory of the Research Councils)
により運営されているラザフォード・アップルトン研究所に設置された核破砕中性子源
である。1985 年 12 月に稼動し、1993 年ごろまでに、予定していた 160kW（陽子
加速エネルギー800MeV、陽子電流 200 マイクロ A）を達成し、現在、年間利用者数
1200 人(うち 40%程度が外国人)、年間 500 編以上の研究論文を創出する、世界第一
級の中性子源施設である（図表５―２―１）
。1990 年中期に、当時のサッチャー首相
の提唱により、国立機関が独立行政法人とされた際、チケット制度（ISIS を利用する各
研究者の英国科研費）で全運転予算（電力や給料等施設運営に必要な全ての予算）がま
かなわれる時代があったが、運営の困難さや利用者からの不評により、5 年後には現在
の予算（国から直接運転資金が出されている）、運営方針に切り替わっている。
ISIS 施設は、中性子施設とミュオン施設を併せ持ったもので、丁度 J-PARC の物質生
命実験施設（MLF）に似たものである。現在、17 台の中性子実験装置、2 つのミュオ
ン取り出しポートを有している。更に、毎年新たな装置の付加、あるいは、新型装置と
旧型装置の置き換えが継続的になされており、利用者の要望、最先端の科学の研究が滞
らない配慮がなされている。
2005 年よりはじめられた第 2 ターゲットステーションの建設が進められており、開
設当初の 7 台の実験装置の建設、加速器の 1.5 倍の性能増強計画も進められている。
これらは、2008 年からの稼動を予定している。（図表５―２―２）
。
ISIS 施設の運用について以下にまとめる。
○運用ガイドライン:

CCLRC(Council for the Central Laboratory of the Research

Councils）の大型施設群（ISIS、SRS、CLF)において、世界をリードするサイエンスを
遂行するための利用体制の構築。

○ ビームラインの帰属:

英国のビームラインは、英国における科研費製作でも、すべ

て ISIS に帰属する。イギリス以外の国により製作されたビームラインは、当該国の所
有となる。
○一般利用と所有者利用:

すべて一般利用に供し、所有者枠はない。ただし、5%以下

程度の Director 枠がある。
○ビーム利用料金:

国内利用者には、成果公開研究に対しては無償である。以前、チ

ケット制度による有償の時期も一時あったが、成果が急落したため無償に戻した。国外
利用者に対しては原則有償 （IUPAP ガイドラインには従っていない） だが、例外措置
がある。
○審査、諮問委員会等
・ Scientific Advisory Committee
ISIS 施設長に対して、進めるべきサイエンス、研究成果の質・量等の最適化について
の指針を提言する。
・ ISIS Usersʼ Committee
施設運営に対して利用者の意見を提言することを目的とする利用者からなる委員会。
・ Facility Access Panel

(FAP)

研究課題審査委員会。主に外部の委員からなる。

第３節 SPring-8の現状について
大型放射光施設（SPring-8）は、国内外に広く開かれた汎用性の高い先端的な試験研
究施設として、日本原子力研究所（当時、以下「原研」という。）と理化学研究所（以
下「理研」という。）により、約１,１００億円（供用開始時）をかけて、兵庫県の播磨
科学公園都市に建設された。
平成３年から建設が始まり、主要な施設整備が完了した後、平成９年１０月に供用が
開始された。SPring-8 は原研、理研、財団法人高輝度光科学研究センター（以下「Ｊ
ＡＳＲＩ」という。
）の３者により運営され、利用促進業務（利用者[課題]選定業務及
び利用支援業務）及び施設の運転・維持管理業務は、平成６年に放射光利用研究促進機
構に指定されたＪＡＳＲＩ（平成１８年７月より登録施設利用促進機関）が行ってきた。
供用開始からこれまでの約９年間、施設の高度化、施設運用のための諸制度の整備・改
善により、利用者数及び利用研究課題数、並びに利用研究成果のいずれも拡大させてき
ている。平成９年１０月(１９９７B 期)の供用開始以降、平成１８年７月（２００６A
期）までの間に実施された専用ビームラインを含む総課題数は約９,８００件、総利用
者数は約６５,５００人に上り、利用研究が本格化する中で、今後更に多くの優れた成
果が期待される時期を迎えている。

＜施設の概要＞
SPring-8（Super Photon ring ８GeV）は、多様な物質・材料の構造解析をはじめと
して、従来の光源では達成できない未踏の科学技術領域の開拓に寄与し、ナノテクノロ
ジー、ライフサイエンス、化学、医学、環境、産業応用等の広範な分野の研究等に飛躍
的な発展をもたらす最先端の研究施設として利用されている。
SPring-8 の加速器は、大きく線型加速器、シンクロトロン及び蓄積リングにより構成
され、蓄積リングの電子エネルギーが８０億電子ボルト（８GeV）の世界最高性能を有
する施設として建設された。放射光を測定試料まで導くビームラインは、平成１９年１
月現在、最大設置可能数６２本のうち、約８割に当たる４８本が稼働中であり、１本が
建設・調整中である。ビームラインは、国内外の研究者等に広く利用される共用ビーム
ライン（２６本）、特定の研究機関等が設置し、独自に設定した研究課題を実施する専
用ビームライン（１４本）、理研ビームライン（７本）、及び加速器診断ビームライン（２
本）から構成されている。平成１７年度の蓄積リング年間運転時間は約５,７００時間
である。
＜運営形態＞
従来、原研、理研、ＪＡＳＲＩの３者よる運営が行われてきたが、平成１７年１０月の
日本原子力研究開発機構発足に伴い、理研、ＪＡＳＲＩの２者による運営に移行してい
る。また、平成１８年４月に「特定放射光施設の共用の促進に関する法律」が改正され、
現在は平成１８年７月から施行されている「特定先端大型研究施設の共用の促進に関す
る法律」の下で運営されている。法改正後、利用促進業務については、一定の要件を
満たす登録施設利用促進機関の中から文部科学大臣により選ばれた機関が、理研の
業務を代行して実施することとなっており、平成１８年度中はＪＡＳＲＩがみなし
登録機関として業務を行っている。また、施設の運転・維持管理業務についても、
理研からの業務委託を受けてＪＡＳＲＩが実施している。
一方、SPring-8 の運営に関わる重要事項等については、理研とＪＡＳＲＩにより構成
される SPring-8 運営会議において審議されるとともに、施設の整備及び高度化につい
ては、SPring-8 運営会議の下に設置された高度化計画検討委員会等において利用者
ニーズ、海外放射光施設の状況等を踏まえて審議され、それぞれ実施されている。
＜利用制度＞
（１）利用形態
SPring-8 の利用は、成果専有利用と成果非専有利用の２つの形態に大別されている。
成果非専有利用は、利用者が論文等により研究成果を公開する利用形態で、ビーム使用
料が無料となる。成果専有利用は、利用者に対して研究成果を公開する義務を課さない
利用形態で、代わりに利用時間に応じたビーム使用料が利用者に課せられる。

（ビーム使用料[共用ビームライン]）：１シフト[８時間]当たり４８万円）
現状は、成果非専有利用が大部分を占めており、成果専有利用は数％程度に留まってい
る。なお、平成１８年度後期より、成果非専有利用において、大型研究費の獲得等によ
り一定の事前評価を得た課題については、優先利用料を課すことにより他の成果非専有
課題に優先する成果公開優先利用課題が設けられ、運用が始まっている。
（優先利用料[共用ビームライン]）：１シフト[８時間]当たり約１３万円）
（２）消耗品実費負担
受益者負担の考え方に則り、全ての利用者から利用実験に伴い実験ハッチにおいて発
生する消耗品の実費負担を求める制度が設けられ、平成１８年度後期より実施されてい
る。（消耗品実費負担額：１シフト[８時間]当たり定額分１万３００円及び従量分の合
計額）。なお、消耗品の範囲については、航空・電子等技術審議会（当時）第20号答申
（平成8年3月）の内容に沿った範囲としている。
（３）利用研究課題の種類
利用研究課題は、一般利用研究課題と重点研究課題の２種類に大別されている。
一般利用研究課題は、原則年２回の公募が行われ、有識者により構成された利用研究課
題審査委員会において審査され、選定委員会の意見を聴取して選定されている。
一般利用研究課題には、通常利用の一般課題に加え、３年間計画的に利用される長期利
用課題や若手（大学院生）の萌芽的・独創的な研究テーマを対象とした萌芽的研究支援
課題などが設けられている。また、重点研究課題は、より一層の成果拡大を目指して利
用研究課題の重点化を図るもので、領域指定型課題、利用者指定型課題及び戦略型課題
を設定しており、国の重点プロジェクト等と連動した公募・選定を行っている。
＜利用状況＞
（１）利用者数及び利用課題の状況
平成１７年実績（専用ビームラインを含む）では、年間利用者数は１０,３３７人、
年間利用研究課題数は１,５１２件となっており、共用開始当初からビームライン本数
の増加に伴い年々増加してきている。また、新規利用者も着実に増加してきている。ま
た、共用ビームラインにおける課題採択率は、平成１７年実績で平均６３％となってお
り、一部のビームラインでは採択率が５０％を下回るなど利用研究の需要が逼迫した状
況が続いている。
（２）利用研究分野及び所属機関別の状況
利用研究分野別では、平成１７年度課題実績で、生命科学、散乱・回折分野が多く、
続いて、分光、XAFS分野となっている。
また、産業利用の占める割合は、国のプロジェクト等、産業利用推進施策との連動によ
り近年大幅に増加し、平成１７年度課題実績で約２０％となっている。これに対応する
ために、新たに産業利用向け共用ビームラインを現在建設中で、平成１９年後期から共

用が開始される予定である。所属機関別の利用研究課題数については、約半数を占める
大学等教育機関が多い状況が続いているが、産業界が利用課題数の増加に伴い大幅に増
加してきている。
（３）産業利用促進のための支援
産業利用の拡大を図るため、平成１２年度以降、コーディネータ制度が導入され、産
業利用推進室が設置された。また、平成１３年度及び平成１５年度から１７年度まで産
業利用促進トライアルユース、平成１７年９月から産業界の新規利用開拓等を目的とし
た先端大型研究施設戦略活用プログラムが実施されるなど、積極的な産業利用促進施策
が展開されている。そのほか、産業利用促進のため講習会、ワークショップ、実地研修
会、産業利用成果発表会等を継続的に実施している。これらの施策における支援を通じ
て、近年、利用企業における事業活動に直接繋がる成果も出始めている。
＜研究成果＞
利用研究成果の発表論文数は、平成１７年度実績で約５５０報であり、共用開始当初
から年々増加してきている。なお、これらの増加傾向は、ビームライン本数や年間運転
時間がほぼ横ばいの近年においても同様であり、着実に研究成果の拡大が進んでいる。
特に、平成１４年以降の５年間で３４報の論文がNature、Scienceに掲載されるなど、
近年の利用研究の本格化に伴い、質の高い研究成果が飛躍的に拡大してきている。
＜SPring-8 利用関連組織＞
（１）SPring-8 利用者懇談会
SPring-8 利用者懇談会（以下「利用懇」という。）は、SPring-8 の建設・高度化及
び利用の円滑化・促進への協力、及び利用者相互の交流を目的に、平成５年５月に任意
団体として発足した。平成１６年度に利用研究の多様化に対応するために研究会組織が
新たに形成され、翌平成１７年度には、建設フェーズから利用フェーズへの移行等に対
応するため、大幅な組織改革が行われた。
新しい組織では、会長の下に幹事会、評議員会に加えて利用促進委員会が設置され、
その下に、利用サイエンスを中心として３４の研究会が設置された。これらの研究会は、
分野ごとにグループ化され、出口のサイエンスの方向性を明確にすると同時に、ＪＡＳ
ＲＩの組織との連携が図り易いよう配慮されている。また、事務局はＪＡＳＲＩ内に置
かれており、ＪＡＳＲＩ・利用懇の相互の情報交換及び意見交換を密に行うなど、要望
等を積極的に吸い上げることにより、効率的・効果的に運営されている。
現在、産学官の約１,５００名の会員が所属しており、会員相互の意見交換や要望の取
りまとめ、シンポジウム等の学術的会合の開催、新しい研究手法の開発等を推進してい
る。
（２）SPring-8 利用推進協議会

SPring-8 利用推進協議会（以下「推進協」という。）は、産業界の立場から SPring-8
に関する体制整備、利用促進等を図るため、民間企業４８社（現在７０社１団体）に加
え、科学技術庁（当時）、兵庫県、原研（当時）、理研、経団連、関経連、神戸商工会
議所の７団体により平成２年９月に任意団体として発足した。推進協は、運営委員会と
研究開発委員会により構成され、研究開発委員会の下に研究内容に応じて研究会が設置
されている。また、事務局はＪＡＳＲＩ内に置かれており、ＪＡＳＲＩ・推進協の相互
の情報交換及び意見交換を密に行うなど、要望等を積極的に吸い上げることにより、効
率的・効果的に運営されている。
推進協では、SPring-8 における産業界の要望とりまとめ、産業界の SPring-8 利用者
に対する支援、SPring-8 の産学官共同利用推進、放射光利用情報の調査等を推進して
いる。
（参考資料：図表５−３−１、図表５−３−２、図表５−３−３、図表５−３−４、図
表５−３−５）

第４節 日本におけるミュオン科学の現状とJ-PARC MUSEのあるべき姿
＜ KEK ミュオン科学研究施設における大学共同利用の概略と問題点＞
日本国内でのミュオン利用は、1980 年に当時の高エネルギー物理学研究所に東大グ
ループが建設した「中間子科学実験施設(UT-MSL)」において始まり、その後 1997 年
に高エネルギー加速器研究機構に、「中間子科学研究施設」（KEK-MSL、その後 2004
年の法人化に際しミュオン科学研究施設と改名）が設けられ、本格的な大学共同利用実
験が開始されて今日に至っている。この間、年２回の共同利用実験課題公募が行なわれ、
年間 40~50 件の新規課題が審査の上採択、実施されて来た。ブースター加速器自体
の年間稼働時間は約 200 日であるが、中性子科学実験施設とミュオン科学実験施設間
でマクロに折半して、年間およそ 100 日ということで共同利用実験が行なわれて来た。
UT-MSL は世界初のパルス状ミュオン実験施設として栄誉ある歴史を担っているが、
当初は KEK の部門ではなく、一大学グループによるプロジェクト研究として出発した
理由は「ハイリスクな企て」であったからである。そのために中間子（ミュオン）実験
施設は全体として小規模なものとなり、その後の成功とそれを受けて年々拡大する潜在
的需要に対して十分に対応できない、という大きな代償を払うことになった。この絶対
的なビームラインの不足は、J-PARC MUSE が第二期計画まで含めて完成することでよ
うやく解決することになるが、ミュオン利用に取って根源的な問題点である。その意味
では UT-MSL でのミュオン利用開始から 20 年以上の歳月を経てようやく始まった
J-PARC の 建設 は やや 遅 きに 失 した とい う 憾 みを 残 して お り、 現 時点 に おい て も
J-PARC 第二期計画の実現如何がミュオン利用の将来に大きな影響を及ぼすことは必至
の状況にある。

以上はハードウエアとしての問題点であるが、これに劣らず深刻なのが人員不足の問
題である。旧施設建設当初の東大チームは施設長を除く専任の職員が 4 人(教 2＋技 2)
からなり、その後利用実験を開始してからは最多時で同 6 人(教 5＋技 1)の職員がその
運転と研究に当たっていたが、東大附置機関としての活動の位置づけはあくまで「自身
のための研究」ということであり、自ら可能な範囲で外部の研究者と協同研究を行なう
ことが「実質的な共同利用」として機能していたに過ぎない。それにもかかわらず、東
大附置から高エネ機構への移行に際しての条件とされていた一講座の人員追加は結局
認められず、実質的に教官ポスト１増のみで共同利用体制に組み入れられることになっ
た。その後もほとんど人員増のないまま（現在でも主幹 1＋教 6＋技 2）大学共同利用
施設としての運用を余儀なくされて今日に至っており、その間、共同利用を維持するた
めに職員は文字通り超人的な努力を強いられて来た。これは当然共同利用者に対しても
大きな負担をかける体制であった。特に 2001 年~2006 年では、つくば地区での共同
利用実験に加えて東海での新施設建設という新たな業務が加わり、事態はさらに深刻化
した。
＜J-PARC MUSE での共同利用研究のために求められる体制＞
前述の現状における問題点に鑑み、J-PARC MUSE に求められるものは大きく二点に
要約される。一つは共同利用施設として安定にミュオンビームを供給するとともに実験
装置を常に最高の状態に維持し、多数の外部利用者を十分に支援できるような運転・利
用支援体制を構築する事であり、もう一点は J-PARC/物構研内部にミュオン科学の先
導的な役割を担う中核的な研究者組織を作る事である。もちろんその前提として、
J-PARC 第二期計画が当初の計画通り実行に移され、ミュオン用二次ビームラインがき
ちんと整備されるべきであることは言うまでもない。より具体的には、旧施設に比べて
最終的には三桁増となる世界最強のミュオンビームを供給し、なおかつ約２倍の年間運
転時間が得られる J-PARC MUSE においては次のような人員体制が求められるだろう。
a）ミュオンビームラインやμSR 実験装置の維持管理、および先端技術開発研究を行
なうために十分な施設運用体制が用意されること、およびミュオンビームライン一本あ
たり年問のべ 500~600 人・日の利用が見込まれる共同利用者に対応できる利用支援
体制が用意されることが必修である。欧米の同規模施設においてはこのような目的でビ
ームライン一本あたり１~２人の専属職員（研究者）を配置しており、J-PARC でも同
様の体制が強く望まれる。
b）J-PARC MUSE での研究が当面μSR による物性研究を中心にして展開することが
予想されることから、外部利用者も含めた物性研究の中核となり、かつ独創的な研究を
展開出来るような研究者集団（「構造物性センター」のようなもの）が J-PARC/物構研
の中に存在するような体制が用意されること。これに、同じ物質生命科学実験棟内で展
開される中性子利用との協力体制を組み入れる事により、極めて強力な物性科学の拠点

が形成され、世界的にも魅力ある COE として更なる研究者の集積を呼ぶものと期待さ
れる。
J-PARC は第二期計画まで含めれば 1800 億円超という大金を投資する世界屈指の研
究施設である。だが、言うまでもなく研究はハードウエアのみならず、その運用・研究
を支える人員体制という車の両輪があってこそ前進するものである。

おわ りに
世界の大型中性子源の建設および運営情勢を見ると、米国の世界最大のパルス中性子
源 SNS が IUPAP のガイドラインを充たす施設運営計画を発表し、すでに具体的行動に
着手している。また過去２０年にわたり，圧倒的な運営実績をあげてきた英国ラザフォ
ードアップルトン研究所の中性子散乱施設 ISIS では，第２ターゲットの完成を間近に
控えている。さらには中国やスペインでもパルス中性子源に特化する陽子加速器建設が
具体化しつつある。このように日本を含む世界の中性子研究分野においては、想像以上
の速さで、国際競争激化が予想される。このような中性子科学を取り巻く急激な状況の
変化を千載一遇のチャンスとして捉え，理想的な大型施設利用体制作りを早急に行なう
必要がある。逆にこの努力を怠ると優れた我国の基礎科学研究者や産業界のユーザーも
共に利用条件の良い海外の共同利用施設に流出することになり、莫大な予算を掛けて建
設した国内の施設が空洞化する危険性が内在している。
このような状況の中で、日本の物質・材料（マテリアル）及び生命科学研究が世界の
トップクラスとの熾烈な国際競争に勝つ為には、トップクラスの先端研究施設の利用が
必須であると同時に、J-PARC/MLFとJRR-3を中心とした中性子利用施設が、単純明快
な一つの「中性子利用プラットフォーム」として機能しなければならない。
将来的には、同一敷地内にあるパルス中性子施設である J-PARC/MLF と原子炉中性
子を供給する JRR-3 の一体的運営を司る人的・経済的に独立した組織「中性子プラッ
トフォーム」の設置が１つの理想ではあるが、現在の行政改革の方針の下では、こうし
た新たな公的機関の設置は事実上困難である。この状況を勘案すれば、KEK と JAEA
が共同運営する J-PARC センターが果たすべき役割の重要性は高く、それぞれの組織の
利害に捕われることなく、あらゆる角度からみて透明性、公平性、合理性の高い運営・
利用体制の構築が望まれる。実際、すでに KEK と JAEA の２つの組織で議論されてい
る J-PAR センターを中心とする運営・利用体制構築の議論の中に、ここでの提言が多
く盛り込まれており、利用者にとり、非常に透明性の高い合理的運営・利用体制の確立
が期待できる。関係各位の努力に敬意を表したい。同時に、２つの組織が共同運営を行
うというかつてない困難な状況が、その困難さを乗り越えたあとに、共同運営による新
たなシナジー効果を生み出し、さらなる発展につながることを期待している。
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中性子利用プラットフォーム
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大強度陽子加速器3基（リニアック、3GeV, 50GeVシンクロトロン）

をベースにした5施設（中性子、ミュオン、原子核物理、高エネルギー物理、核変換）
の多目的施設（平成18年2月撮影）
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図表２−９−１ JRR-3 原子炉中性子と J-PARC パルス中性子の強度比較
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改造３号炉 JRR-3 の装置設置状況
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改造３号炉 JRR-3 の利用者の推移
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図表５−１−１

SNS 施設全容と Center for Nanophase Materials Sciences

図表５−１−２

中性子科学部門の組織図

図表５−１−３

SNS 加速器の運転計画
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Accel. Phyics

Beam Power/kW

Reliability (%)

実験装置の建設、運転スケジュール

図５−２−1

ISIS 施設の加速器性能
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ISIS 施設の第 1 実験室内部（左）と第 2 ターゲットステーション構想

（右）
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