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はじめに 

 世界最大強度のパルス中性子ビーム等を供給する大強度陽子加速器(J-PARC)や世界最多

種の RI ビームを発生する RI ビームファクトリー（RIBF）が、今後２－３年のうちに本格的

稼動開始を予定しており、これらの施設の各分野での潜在的な利活用の開拓や、産業界等に

よる施設利用の仕組みの整備、各種利用促進プログラムの導入等を検討すべき重要な時期に

ある。このため平成１７年６月に文部科学省研究振興局長の諮問組織として福山秀敏氏（東

北大金研教授）を委員長とする「量子ビーム研究開発・利用推進検討会」（以下、量子ビーム

検討会）が設置され、J-PARC および RIBF を主たる対象として、その研究開発・利用のあり

方について、特に産業利用の促進を中心課題として、産業界の専門家・有識者を交えた集中

的な議論が行われた。その最終報告書には、将来の量子ビーム＊利用の指針を与えると共に、

産業利用を積極的に促進する方向性が打ち出され、中性子と放射光などの相補的・総合的な

量子ビーム利用やパルス中性子と定常炉中性子の有効な相補的利用、「量子ビーム研究開発・

利用プラットフォーム」構築など、示唆に富む結論が盛り込まれている。 

 我が国における中性子ビーム開発・利用研究において中核的役割を担う「日本中性子科学

会」（以下、中性子科学会）においても、平成１７年７月に評議員会のもと「大型施設共用問

題特別委員会」を設置し、建設と運営に多額の費用を要する原子炉や加速器などの中性子源

と中性子の学術利用、産業利用のあり方について議論するとともに、大型放射光施設SPring-8

をはじめとする他の主要量子ビーム大型施設との協調関係も含めた検討を重ねてきた。折り

しも平成 18 年度からスタートする第三期科学技術基本計画、ならびに原子力政策大綱の取

りまとめの議論が国のレベルで行われていた時期にあたり、これらの動向にも注意しながら

議論を進めた。 

 特別委員会の議論の内容を開示し、中性子科学会・会員のみならず、この問題に関心のあ

る多くの方々から意見を求め、本最終報告書をまとめた。本報告書は、これまでの４回にわ

たる委員会での議論を踏まえ、大型施設共用問題、特に平成 20 年度にビーム供給が予定さ

れている J-PARC 共用問題や中性子ビームの研究開発・利用促進についての日本中性子科学

会の方策をとりまとめたものであり、量子ビーム検討会の最終報告書に対する中性子科学会

                                            
よく制御された高品位の中性子、放射光、レーザー、イオンビームなどの放射線を「量子ビーム」と

呼び、量子ビームによる新しい科学技術の発展、産業利用促進などが期待されている。平成 17年 10

月閣議決定された原子力政策大綱には、「近年の技術革新により、加速器、高出力レーザー装置、研究

用原子炉等の施設・設備を用いて、高強度で高品位な光量子、放射光等の電磁波や、中性子線、電子

線、イオンビーム等の粒子線を発生・制御する技術、及び、これらを用いて高精度な加工や観察等を

行う利用技術からなる『量子ビームテクノロジー』と呼ぶべき新たな技術領域が形成されてきている」

と述べられている。 



 

の姿勢表明と共に、中性子科学会の将来構想である「中性子利用プラットフォーム」の提案

からなる。 

 

第 1 章 中性子ビームの現状と利用促進 

 第 1 節 中性子科学を取り巻く現状 

 基礎から応用まで日本の中性子科学研究の水準は高く、J-PARC が立ち上がり、世界最大強

度のパルス中性子ビーム等を供給するようになると、まさに世界の中性子科学を先導するよ

うになると予想される。第３期科学技術基本計画「重要な研究開発課題」で中性子を含む量

子ビームは「量子ビーム高度利用計測・加工・創成技術」の課題名で採択され、その重要性

は認識されている。しかし、大型研究施設が学術や社会に貢献していくために、新しい学術

研究分野や産業界の両者への中性子、放射光等の利用促進は極めて重要であるが、新しい学

術研究分野への啓蒙や中性子を含め量子ビームの産業分野での先端利用は最近議論されるよ

うになったばかりであり、馴染みの薄いこれら量子ビームの利用促進のためには学術研究分

野ばかりではなく、産学官の連携による効果的・効率的取り組みが不可欠である。 

 巨額の国費を投じて建設・運営される J-PARC 等の量子ビーム施設に社会的還元や説明責

任が要求されるのは当然のことである。学術研究における新発見による人類の夢の実現、知

的財産の構築やノーベル賞受賞に代表される国家的栄誉の獲得などはその一つの形であり、

一方で、産業分野における応用・開発研究は目に見える形で経済的効果や生活利便性を生み

出す直接的な社会への還元として学術研究に対比されるべきであり、両者は社会還元として

車の両輪を成していると言わなければならない。J-PARC が稼働を２－３年後に控えたこの時

期に、積極的に社会還元を行うため、中性子ビームを含む量子ビームの学術研究や産業応用

が精力的に議論されるようになったのは当然であり、翻って世界最大強度のパルス中性子ビ

ーム等を供給する J-PARC の完成が広範な効率的・効果的利用を可能にするともいえる。従

って本中性子科学会では、この時期に、人類の知的財産構築に貢献する学術研究の意義や、

革新的な産業利用による社会還元の観点から、中性子ビームの研究開発・利用促進について、

その研究開発の戦略的重要性や、産学官の連携・協力を通じた効率的・効果的なビーム利用

推進のあり方について議論し、取りまとめることとした。 

 

 第２節 中性子学術研究の重要性と現状 

 我が国の中性子科学は、主として高エネルギー加速器研究機構（以下、高エネ機構）中性

子科学研究施設、東京大学物性研究所中性子科学研究施設、京都大学原子炉実験所等の大学

共同利用や、原研（現 日本原子力研究開発機構 以下、原子力機構）の協力・共同研究等の

学術研究を基盤として発展してきた経緯があり、諸外国においてもほぼ同様の道を辿ってい

る。 



 

 原子力機構の３号炉(JRR-3)や高エネ機構のパルス中性子施設(KENS)によって、我が国の

中性子研究は格段の飛躍を示し、基礎物理、固体物理、化学、材料、ソフトマター、生物等、

あらゆる研究分野において世界の第一線にあるのみならず、中性子光学デバイスの総合的研

究によって装置技術開発研究においても世界のトップに立っている。J-PARC の完成により、

原子炉からの定常中性子と加速器からのパルス中性子が同一敷地内で利用できると言う世界

でも類を見ない、中性子科学にとって極めて有利な研究環境が実現し、従来の水準を遥かに

超えた学術研究、応用研究が可能となる（資料 I）。 

 学術研究は大学においては主として全国大学共同利用により推進されてきた。例えば、高

エネ機構中性子科学施設や京都大学原子炉実験所が実施してきた全国共同利用は、原則無償

であった。また、東京大学（旧）原子力研究総合センターおよび物性研究所が実施してきた

原研施設利用においては、東京大学が原研に使用料金を契約に基づいて支払うことで、原研

側の料金体系に整合させた上で、全国大学共同利用としては、利用者から見て完全無償で実

施されてきた。この方式は、平成 17 年 10 月に実施された旧原研とサイクル機構の統合後の

原子力機構の施設共用においても、東京大学が使用料金を支払うことにより存続されている。

学術研究の成果公開制に鑑みて、J-PARC の中性子施設（JSNS）においても学術研究の全国

共同利用は利用者に対して無償提供の方針が堅持されるべきである。 

  一方、大型放射光施設 SPring-8 等で、成果公開型利用であっても一定の消耗品費等を支

払う制度が検討され、平成 18 年 9 月から開始される。多額の運営費を要する大型施設と拡

大しつつある競争的資金に与る利用者の関係についても今後十分議論する必要に迫られてい

る。この制度が検討された平成１６年において、中性子科学会では、大型施設共用問題特別

委員会（福永委員会）を設け、中性子の学術利用を中心として検討を行い、「人類が共有すべ

き科学研究に対しては大学法人、国立研究所法人そして企業体においても無償に、それに対

して、知的財産権を要求するものに関しては有償にするなど、種々の場合分けを議論して統

一的な運営体制を確立させることが必要であると考える」、また、「科学研究に対する無償化

への制度確立を精力的に応援することが必要である」との報告を行った（資料 II）。このよう

な情勢をふまえ、後述の産業利用に対する課金問題と大学の学術利用との整合性には十全な

考慮が払われねばならない。 

 

 第３節 中性子産業利用の重要性と現状 

 我が国の中性子を用いた学術研究の高い水準に裏打ちされ、産業界が製品開発や材料評価

等に中性子を利用する「中性子産業利用」について、最近議論が始まったところである。多

額の国費を投じて建設・運営される大型施設においては、産業利用は社会還元の面からも推

進すべきものである。量子ビーム検討会においては、産業利用を中心に議論が進められ、早

期成果創出を目指し、量子ビームの産業利用推進に対する提言が中間とりまとめに提示され



 

た。それを受け、文部科学省量子放射線研究推進室（以後、文科省量研室）や原子力機構量

子ビーム応用研究部門、高エネ機構中性子科学研究施設等による対外プロモーション活動、

量子ビーム産業利用研究会開催、今後拡大が期待される産業界ユーザーの調査が精力的に行

われ（資料 III）、多方面から多くの有効な助言、新たな利用開拓に係る示唆・提言を得ている。

さらに、産業利用促進に現在稼働中の JRR-3 を利用した平成 18 年度から実施するトライア

ルユースプログラム、さらには近い将来メールインサービスの開始が検討されている。 

 このような動きは、中性子ビームのより広範な効果的・効率的産業利用につながるのみな

らず、多額の国費を投じて建設・運営される大型施設の社会的還元にも繋がるものであり、

中性子科学会としては歓迎するのみならず、積極的にその動きに同調・協力するものである。

中性子科学会への入会・行事参加を通して、中性子ビーム利用に馴染みの薄い産業分野のユ

ーザーへの啓蒙や知識・技術教育は中性子科学会が果たせる大きな役割である。そのために、

中性子科学会は入会障壁の軽減やパンフレット作成（資料 IV）等を通じて、産業分野へ向け

た学会活動を活性化させることが大切である。 

 量子ビームの共用に係るビームの利用料金体制については、量子ビーム検討会でも主とし

て産業利用ユーザーの利用効率向上および施設設置者側のコスト回収の観点から議論され、

運転経費を負担すべき主体とともに、ユーザーが負担すべき運転経費の対象範囲に係る考え

方が示されている。中性子科学会としても、成果非占有の場合、受益の対象である成果を公

共に還元していることから、国費を投じて整備した施設の利用コストを無償もしくは減免す

べきであり（海外ではほとんど無償）、成果占有であっても国内外の施設との競争性を考慮し、

産業利用ユーザーの他の施設への流出を防ぐ意味でも、利用者負担を徒に拡大するのは不適

切であると考える。 

 なお、ユーザーの負担すべき料金としては、JSNSに代表される中性子施設では４つの経費

に分類されつつある。 

 （１）中性子発生に係る経費：利用割合に応じて負担 

 （２）ビームラインの維持費：当該ビームラインの利用割合に応じて負担 

 （３）実験消耗品：当該利用者が負担 

 （４）通常の利用支援を超える付加的サービスに係る経費：当該利用者が負担 

（１）~（４）のどこまでを産業利用者が負担するかは利用形態に依存する。 

 

第２章 包括的中性子利用のあり方 

 第 1 節 学術利用と産業利用 

 中性子ビームの産業応用は早急に取り組むべき重要案件であるが、学術的研究は常にその

基盤をなすものであり、より広範な中性子ビームの多角的有効利用を促進し、効率的・効果

的に社会還元を果たすためには、両者の健全な発展が不可欠である。中性子科学会としては、



 

学術研究を強力に促進するとともに、社会的責任の観点からも、産業利用促進を積極的に推

進し、さらに世界最大強度の J-PARC を基盤とし、より積極的・多角的に中性子ビームの利

用を促進し、大学共同利用や公的専門機関の学術研究ならびに企業・コンソーシアムの産業

利用を含む応用研究を展開し、社会還元に努めるべきであることを提言する。 

 そのためには、中性子利用研究全体を見渡し、学術・応用研究コーディネーションを司り、

人材育成や国際協力を推進し、さらに「量子ビーム研究開発・利用プラットフォーム」（図表

２．１．１）と有機的に協力・連携できる「中性子利用プラットフォーム」（図表２．１．２）

の構築が重要な課題である。 

 

 第２節 中性子利用プラットフォーム 

 量子ビーム検討会においては、量子ビームの産業利用を促進するにあたり、大学・専門研

究機関および産業界が有機的に連携して、各種ビームの利用を横断的に進め、これを推進す

るために「量子ビーム研究開発・利用プラットフォーム」の立ち上げを提唱している（図表

２．１．１）。物理的特性と物質との相互作用の相違により、計測・分析・加工等において利

用できる分野が異なる量子ビーム（中性子ビーム、放射光、レーザー、イオンビーム、ミュ

オン等）や、同じ中性子でありながら積分強度の強い原子炉中性子（JRR-3 等）とピーク強

度が著しく強いパルス中性子(JSNS 等)を相補的に利用することにより対象物質の構造・機能

を俯瞰したより高度な研究が可能となるが、プラットフォームでは、各々のビームに関わる

コーディネーター間の連携等を通じて、組織横断的な利用支援体制の構築、窓口機能の１本

化を促進する。また、高密度研究集積都市を形成する筑波学園都市の研究機関の連携（「つく

ばスパイラル構想」（資料 V））や茨城県が J-PARC 建設を契機に東海、日立、つくば地区の

連携強化を図りつつ、科学技術立国を先導する一大先端産業地域を目指す「サイエンスフロ

ンティア２１構想」（資料 VI）等を支えるのはプラットフォームの役割であるが、このよう

な国・地方自治体及び関係専門機関の効果的連携・協力のもと、幅広いプラットフォーム構

築が期待される。このプラットフォーム構築は、中性子ビームを含むあらゆる量子ビームの

産業応用を効率的・効果的に促進する際に有効であると同時に、量子ビーム施設及び加速器

施設における人材育成の観点からも不可欠であると考えられている。 

 中性子科学会として、この動きに賛同し、 

① 「量子ビーム研究開発・利用プラットフォーム」と協同しながら、中性子による学術研究

と産業利用を効率的に又効果的に促進するため、財政的・人的独立性の高い「中性子利用

プラットフォーム」組織の構築、 

② 中性子学会は放射光学会など他の量子ビーム関連学会と横断的連携・協力を強化するため、

「学会連合」的アライアンス形成 

を提言する。 



 

 現状では、中性子利用について学術利用と産業利用の観点からの議論が中心であるが、本

来中性子利用は、学術利用、産業利用に限ったものではなく、より広範で創造的利用領域が

存在するはずであり、J-PARC の稼働による量的変化は中性子利用の新たな芽を創出するもの

と期待される。この将来の芽を見つけ、さらに大きく育てるために「中性子利用プラットフ

ォーム」は大きな役割を果たすと期待できる。 

 

 第３節 中性子利用プラットフォームの機能 

  「中性子利用プラットフォーム」は、国内外の学術研究や産業応用・開発研究の動向を

見渡し、産学官の研究連携を支援し、他の量子ビームの係る研究・開発との連携・相補利用

を推進し、今後の中性子科学の拡大・発展に大きく寄与するものである。以下に,「中性子利

用プラットフォーム」が備えるべき機能について概観する。 

 (i)研究コーディネーション 

 世界最大強度のパルス中性子ビーム等を供給する J-PARC の建設により、その高強度を背

景に、中性子の学術・産業利用が飛躍的に拡大し、利用者も大学・公的研究機関だけでなく

各種産業界利用者からの要望も多様・多岐になることは容易に予想される。このような新し

い状況で適切・効率的に中性子利用を進めていくには、利用者からの多様な要望を把握し、

それに適したビームの利用形態もしくは測定装置を判断し、アドバイスする機能が不可欠で

ある。特に産業界の利用者にとり、他の量子ビーム施設への課題移行提言も含む、適切な支

援と効果的な援助が必要である。 

 (ii) 中性子実験装置及び実験課題 

 現在、学術研究における一般共同利用の実験課題公募・審査・ビーム割当・実験実施等に

ついては、各中性子施設で独自に行われているが、将来的には、国内の一般共同利用課題、

装置所有者による利用課題、産業利用課題も含め、包括的レビューを実施し、各中性子施設

に答申するシステムは中長期的な中性子科学分野の発展には重要である。 

 また、今後、各中性子施設には、大学や公的研究機関、企業・コンソーシアム、および海外

ユーザー等によるビームライン設置が期待される。国内外の中性子散乱施設の実験装置の状

況を勘案し、国内各中性子施設に設置されるべき実験装置について、スクラップアンドビル

ドも含め装置提案の審査および包括的提案を行う。 

 (iii)教育・人材育成 

 ビーム利用に関して高い専門性を有する研究者、技術者、研究支援者等の人材育成を行う。

次世代を担う大学・大学院生に中性子ビーム研究・実験を通じて、経験的・実践的に知識・

技術を与えることは重要な施策であるが、個々の大学において多額の経費を必要とする加速

器・原子炉の運転が困難である実情に鑑み、「中性子利用プラットフォーム」を基盤とした中

性子施設に関連する大学生や大学院生の人材育成を提言する。一方、最近の中性子光学の進



 

歩は、安価で高性能な中小規模中性子源の可能性をもたらしており、このような地方あるい

は大学に設置できる中性子源を用いた大学等における教育・人材の育成・開発研究体制は、

全国に広がる教育・研究体制として長期的な中性子科学の発展に資するものと考えられる。 

 (iv)国際協力 

 J-PARC をはじめとする大型中性子施設は国際公共財として位置付けられていることを踏

まえ、学術研究における国際協力、中性子研究者・技術者のプラットフォームとして活用を

行う。特にアジア地区の中性子科学の拠点としての役割を担うと考えられる。産業応用に関

しても、国際協力の視点は重要であり推進するが、国際ルールとの整合性に留意しつつ、国

策としての国内産業振興のため方策を勘案する。 

 (vi)広報活動 

 中性子ビームのパブリシティー向上、コミュニティー拡大等を目的とした広報活動を行う。 

 

第４節「中性子利用プラットフォーム」の構築に向けて 

 将来的には、「中性子利用プラットフォーム」が原子炉中性子（JRR-3 等）とパルス中性子

(JSNS 等)両者の一般共同利用課題、装置所有者による利用課題、産業利用課題を含め、包括

的レビューを実施し、各中性子施設に答申する一体的運用システムが理想と考えられる。し

かしながら、量子ビーム検討会でも述べられているように、現在の行政改革の方針の下では、

こうしたプラットフォームの運用を司る新たな公的機関の設立は事実上困難である。 

 この現状を勘案すれば、中性子による学術研究を大学共同利用の下に推進してきた高エネ

機構、東京大学物性研究所、関連大学・大学院等、さらには原子力に関わる研究および産業

利用を促進する原子力機構等の既存の施設の利用促進を担う公的機関の機能・体制の拡充及

び相互連携の強化を図ることが不可欠であると考えられる。 

 具体的な J-PARC パルス中性子施設 JSNS の利用運営に関しては、当初は、原子力機構と

高エネ機構の両者がイコールパートナーとして共同運営のために設置する J-PARC センター

の下におかれ、その実験課題の公募・審査・ビームタイム割当・実験実施等の一連の一般共

同利用についても、J-PARC センターが一元的にとり扱うのが合理的であると考えられる。そ

の際、課金制度等も含め、利用者にとって透明性の高い、柔軟な運営体制の構築が望まれる。 

 

 おわりに 

 本報告書は、量子ビーム検討会の「量子ビーム研究開発・利用の推進方策について 最終

報告」を勘案し、J-PARC/MLF 共用問題や中性子ビームの研究開発・利用促進についての方

策について、中性子科学会 大型施設供用問題特別委員会で議論されてきた内容をとりまと

めたものである。 

 量子ビーム検討会では J-PARC が２－３年後に立ち上がるこの時期において、早急にその



 

整備が望まれている量子ビーム産業利用システム構築を中心課題として、早期成果創出を目

指し、研究開発・利用のあり方について、集中的な議論がなされた。一方、本委員会では量

子ビームとして中性子を主軸とし、原子炉中性子とパルス中性子の相補的利用や他の量子ビ

ームとの相補利用も勘案し、産業利用のみならずその基礎をなす学術研究利用をも含め、包

括的中性子利用システムについて議論を重ね、「中性子利用プラットフォーム」構築を提言す

るに至った。これは、量子ビーム検討会で提唱されている「量子ビーム研究開発・利用プラ

ットフォーム」と相補的な関係にあり、学術研究も含む包括的量子ビーム研究開発・利用に

向けて、政府関係委員会、関係学協会等で更なる検討がなされることを期待する。 

 学術的研究は我が国の知的財産に重要であるばかりでなく、常に産業の基盤をなすもので

ある。より広範な量子ビームの多角的有効利用を促進し、効率的・効果的に社会還元を果た

すためには、学術的研究促進が抱える諸問題を検討し、量子ビームによる学術的研究を促進

する施策を講じることが必要である。学術的研究促進のための検討が、国において早急に行

われることを要望する。 

 



 

図表２．１．１（量子ビーム検討会、中間とりまとめ提示図に加筆）



 

図表２．１．２ 中性子利用プラットフォーム
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