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はじめに 

 大強度陽子加速器(J-PARC)計画では、世界最高レベルのビーム強度を有する複合陽子加速

器施設を利用して、発生する中性子、中間子、ニュートリノ、ミュオン等を活用して最先端

研究の推進を目指している。本計画は、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 1 千 5 百億円余りの予算で建設を開始した。建設は順調に進

み、物質•生命実験室施設（MLF）においては平成２０年５月に初めての中性子発生が確認さ

れた。次のステップとして、このような巨額の費用を投じて建設する施設を有効に活用し、

日本のみならず世界の多くの科学•産業分野で成果を創出し、我が国が国際的リーダーシップ

を取るには、どのような方策が有効かを明らかにすることが重要な課題である。 

 日本中性子科学会では（以下、中性子科学会）、J-PARC、特に物質•生命実験施設（MLF）

における中性子の利用について、大型施設共用問題特別委員会を設置し種々の観点から議論

を進め、報告をしてきた。第１期特別委員会では議論の方向を示し、第2期特別委員会では、

日本の中性子科学コミュニティーが茨城県東海村にある研究用原子炉JRR-3の定常中性子源

と J-PARC／MLF の大強度パルス中性子源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」を提案し、第３期ではその実現のためのロードマップを示した。これらの報告

書は中性子科学会ホームページよりダウンロードできる。今後１０年から２０年の長期的な

ビジョンを打ち立て、J-PARC から効率的•有効的に成果を創出し社会に還元していくことは

我々中性子科学に携わる者の責務である。今期特別委員会では、J-PARC/MLF 施設利用委員

会からの要請もあり、中性子コミュニティーとして今後 J-PARC/MLF の大強度パルス中性子

を活用し、成果を創出するために、中性子利用に関するグランドデザインを議論し、その結

果をまとめた。まず、（１）中性子科学分野の特徴を再度明らかにし、（２）J-PARC/MLF

の運営や装置建設に関する現状と将来ビジョンを概観し、（３）産業界を含む各ユーザーコ

ミュニティーの要望を委員以外からも聴取しながらまとめ、（４）JRR-3 定常中性子源施設の

現状と将来計画を概観し、放射光 X 線施設などの他の量子ビーム施設との連携を考えた。そ

れらを踏まえ、（５）J-PARC/MLF の中性子散乱施設のグランドデザインをコミュニティーの

立場で提言した。最後に（６）今後継続して議論していくべき問題として、各機関の独自研

究と連携、人事育成の問題について言及した。 

 

第１章 中性子科学の特徴と J-PARC/MLF 

 

 中性子分野として J-PARC/MLF のグランドデザインを考えるために、まず中性子科学とい

う分野が持つ特徴を踏まえ検討を進めた。中性子科学分野は非常に広範な物質科学を含むの



みならず、基礎物理学、医学、考古学なども包含し、さらに、産業応用など実用的側面をも

有する。J-PARC/MLF で予想される広い中性子利用分野の比率を図表１－１に示した。

J-PARC/MLF の初期においては、各分野に特化した画一的な狭いビーム利用の議論は中性子

分野にはそぐわない。そのため、広範な分野での発展を勘案し、中性子利用を中心とした広

い科学分野と産業応用分野の裾野を広げるために、汎用的で高性能測定装置建設が

J-PARC/MLF の立ち上げ期においては重要と言える。同時に、世界最高性能の J-PARC/MLF

としては科学分野および産業利用分野において世界をリードする画期的成果の創出も要求さ

れる。このような状況を半定量的に表現するために、Variety of Impact (VI)と Impact Factor 

(IP)という考えを用いた（図表１－２）。すなわち、施設の立ち上げ期においては、VI に寄

与できる汎用的装置の建設が優先されるべきであると考えられる。何が起こるか分からない

物質科学分野では、これらの汎用装置からも IP の高い成果が創出されることは予想される。

時間経過に従い中性子のビーム強度が増大し、かつ装置の数が増大すると、分野間の境界が

埋められ、予想もできない様な IP の高い成果が期待できるようになる。この時期までに、サ

イエンスや産業利用の領域でピークを立てることのできる特殊性の高い装置の建設が重要に

なると考えられる。どのような装置の建設が重要であるかを考えるときに、各サイエンス分

野の状況や産業利用の状況を精査することは大切であるが、それのみならず世界の中性子科

学の動向や中性子と競合するSPring-8に代表される放射光X線やミュオンなど他の量子ビー

ムの特性とそれらとの相補性は十分に考慮される必要がある。また、東海村に既に存在する

定常中性子源である３号炉(JRR－３)との特性の相違を考慮した相補利用の観点は、中性子分

野としての効率的、創造的成果の創出に欠かせない。 

 装置に代表されるハードのグランドデザインが重要であることは疑いがないが、同時に成

果創出に向けてハードを使いこなすためのソフトの整備が重要である。ユーザーにとって等

しく使いやすい制度の確立が望まれる。施設における（１）ビームへのアクセスのしやすさ

（Equal accessibility）、（２）ビームの利用しやすさ (Equal comfortableness) の担保が不

可欠である。このためには、装置設置者の機関の制度や利害を超えた利用窓口の１本化、

J-PARC の一体的運用、研究環境整備、国際標準化等が、共同利用や施設供用などのユーザー

利用には必要である。 

 同時に IP の高い成果の創出のためには、J-PARC を構成する各機関が独自のミッションと

して行う研究•開発に対する制度設計も重要である。すなわち、各機関のミッションを認識し

つつ、機関間の連携や大学等の外部研究機関とも連携したプロジェクト研究が有効に計画•

実行されるべきである。これら独自研究は、１０年~２０年後の中性子科学分野の発展を支

える人材の養成という観点からも急ぎ議論され、さらに建設的制度設計がなされるべきであ

る。 

 財政的基盤について、日本中性子科学会がどこまで踏み込んで議論すべきかは、政治的問



題、各機関の内政と大きく関わるため難しい問題である。本「大型装置共用問題特別委員会」

と並行して開催された文科省の主催する「J-PARC の利用方策のあり方に関する懇談会」で、

共用促進法の導入について、急ぎ議論され報告書が最近出された（資料１－１）。朝日新聞

平成２０年７月３１日付け朝刊第一面（資料１－２）にも記載されているように、共用促進

法の導入により J－PARC を含む大規模先端研究装置を学術研究のみならず産業利用も含め

て幅広い共用が見込まれ、学会としても賛同するところである。日本最大の中性子利用者集

団である中性子科学会としては、さらに共用促進法が導入された場合においても J-PARC／

MLF の一体的運営、装置利用の平等性が保証され、装置建設と安定的な運転が担保されるよ

うな形態を強く希望する。 

 

第２章 J-PARC の現状 

 

第１節 J-PARC/MLFの運営体制 

まず、本検討を進める上で重要な MLF の運営に関わる現状の組織体制を概観する。J-PARC

センター（以下センターという。）は、JAEA と KEK の両機関が運営に関する基本協定に基づ

き、J‐PARC の運営を共同で行うための組織である。J-PARC 全体運営に係わる事項を審議す

る最高意思決定機関としてJAEA及びKEKの機関を代表する経営からなるJ-PAC運営会議を置

き、センターはその下で運営（運転管理、維持管理、安全管理、二期計画を含む性能向上、

利用支援、研究開発）を行うとされている。 

J-PARC が陽子加速器を共有する複合的科学研究施設であることから、中性子科学、ミュオ

ン科学、原子核物理、素粒子物理、核変換研究の J-PARC に係わる各分野のユーザー・コミュ

ニティー代表をメンバーとする利用者協議会をセンター長の協議機関として設置され、各分

野でのサイエンス展開を踏まえた J-PARC のあり方、将来展望などを協議しセンターの運営計

画に反映させる。利用者協議会では、中性子科学会が本報告書でまとめた中性子グランドデ

ザインを意見として表明した。 

J-PARC の中心的利用施設である MLF の運営に係わる重要事項の審議、利用課題のレーティ

ング及び実験装置設置審査に関し、外部学識及び有識者を中心に構成する。MLF 施設利用委

員会を J-PARC センター長の下に設置し、J-PARC センター長に具申という施設運営の根幹機

能を果たしている。 

J-PARC 施設の中で MLF は JAEA と KEK が共同して運営する性格を持つ。その運営の中心母

体として JAEA と KEK の職員が一体的に運営に関わる業務を行う物質･生命科学ディビジョン

（以下 MLF ディビジョンという。）を平成 19 年 4 月に設置した。MLF ディビジョンは、中性

子源及びミュオン源、中性子及びミュオン実験装置の運転・維持管理、性能向上とそれにか

かわる技術研究開発、並びに利用者実験支援を行うため、中性子源、中性子利用、中性子基



盤及びミュオンの 4つのセクションで構成される。 

また、MLF 運営に係わる機関間の調整を必要とする重要事項は、運営会議の下に設置され

た MLF 運営調整会議（J‐PARC センター長、KEK 物質構造研究所長、JAEA 量子ビーム応用研

究部門長の 3 者で構成）において、審議されセンターの円滑な運営に資する機能を果たして

いる。 

以上概観した MLF 運営に係わる中心機能と重要な会議体の組織構成を図２－１－１に示す。 

 

第 2 節 J-PARC センターによる装置整備計画案 

すでに、J-PARCセンター 物質・生命科学ディビジョンからグランドデザイン策定に向け

たJ-PARC中性子実験装置整備計画素案が2007年１２月に提出されている。この素案は、平

成18年12月から平成19年6月にかけて行われた文部科学省のJ-PARC評価部会の報告書で

「今後の装置整備においては、コミュニティーの意見をいれ優先順位をもって臨むべきであ

る」との意見に答えるためにJ-PARCセンターMLFディビジョンが取りまとめたものである。

本委員会でも、この計画素案を吟味し、議論の起点とした。本計画素案は、Ｊ－ＰＡＲＣ/

ＭＬＦディビジョンが中心となり４ヶ月かけてＪ－ＰＡＲＣセンターとしての考えをまとめ

たものと（資料２－１）、並行してＫＥＫ物構研Ｊ－ＰＡＲＣ戦略会議中性子将来計画検討

ＷＧが大学共同利用の立場で装置整備のあり方をまとめた中間報告（資料２－２）からなる。

この両者の整合性は現時点では取られておらず、ユーザー、コミュニティーの議論のたたき

台として議論の起点となることを想定されている。 

 

第３章 各ユーザーコミュニティーの要望 

 

 本委員会では、委員からの意見のみならず、ハードマター分野（東大：廣田和馬(現：阪大)）、

ソフトマター分野（京大：瀬戸秀紀（現KEK））、生物分野（茨城大：田中伊知郎）、材料分野

（産総研：秋葉悦男）、産業利用分野（三菱総研：亀井信一）という J-PARC/MLF で重要に

なると予想される分野から、比較的若いユーザーも含め要望を聞いた。その結果、つぎのよ

うな意見が出された。 

 ハードマター分野としては、現在計画されている装置は満足できるものであるが、分野が

扱う多様性（多様な物質、多様な相、多様なユーザーレベルなど）を考慮し、周辺環境整備

（高圧、高磁場等）が重要である。新物質探索が盛んな分野であり、１０年後の研究状況は

分からない。このような状況を考えると、高性能汎用装置の建設は非常に重要である。一方、

装置グループが独自の研究を遂行し、将来を見据えた装置の進化を常に考え続けることが重

要であるとの意見がだされた。 

 ソフトマター分野からは、計画されている装置が当初計画の通りのスケジュールで，性能



を満たすものが建設されればほぼ満足できるとの意見を得た。ソフトマターの特性である空

間的、時間的階層構造の解明が可能な高性能汎用装置の必要性が訴えられた。同時に産業応

用分野に比較的近い立場から、コーディネーターの整備と、機密保持の可能な運営体制の確

立の必要性が述べられた。 

  生物分野からは計画されている装置はほぼ満足できるものであり、ノーベル賞級のテーマ

があるとの分野として自信の発言があった。また、試料環境整備、とくに生物研究に必要な

重水素化試料準備室の整備が不可欠であるとの意見であった。 

 材料分野として、メモリ材料、光エレクトロニクス、バイオ材料、エネルギー関連材料等

の機能材料において、粉末回折が有効であり、ピークとなるサイエンスとしては、エネルギ

ー分野とナノ材料分野が融合しつつある燃料電池・水素エネルギー材料の開発との予想がな

された。しかし、中性子分野は敷居が高く、サポート不足という現状を改善すべきであり、

新規ユーザーの開拓の重要性が訴えられた。そのために、中性子の全くの初心者であっても、

気軽に利用ができるような受け入れ体制を完備すること、産業界から安心して相談ができる

ような機密保持および知的所有権保護に関する体制の整備を早急に進めることなどを緊急の

課題として取り組まなければならないとの提言がなされた。 

 産業利用分野からは、産業利用にはWhat よりも Howが重大であること、産業利用とは「産

業界がユーザーとして利用すること、産業界は J-PARC を製品開発に直結させて欲しいと考

えている」という理解はいずれも間違いであり、産業界は 10 年後の革新的なシーズの創出

をアカデミアに望んでいることを認識することが重要であると訴えられた。その他、高性能

汎用装置の必要性、産学の密接な連携とそれを支えるコーディネーターの重要性、さらに日

本型 GOCO (Government-Owned, Contractor Operated)を創出する必要性が示された。 

 以上要約すると、サイエンス分野としては、計画装置が計画通り建設されれば、ほぼ満足

できる状況にある。成果創出に向けては、装置本体はもとより、装置環境•測定環境の整備（極

端条件測定設備、重水素化試料準備実験室など）が鍵となる。将来においても常に装置の進

化（改善、改良）がなされることが必要である。産業分野としては、如何に使うかが問題で

あり、そのためには運営体制（サポート、コーディネーション、機密保持、課題審査）の健

全な整備が必要である。それにより、新規ユーザーの開拓が可能となる。 

 これらは、グランドデザインの策定に際してのみならず、今後の中性子分野発展に対して

重要な示唆を含んでいる。 

 

第４章  定常中性子源および他の量子ビーム 

 

 J-PARC/MLF が建設される東海村には既に定常炉中性子源 JRR-3 が存在し、日本には同じ

敷地内に２つの特徴の異なる中性子源が存在することになる。 



 J-PARC/MLF 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大きくない。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。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ため、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、定常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、

定常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ように大容量の均一な照射場を必要とする研究は、定常炉を用いての

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。 

 JAEA や東京大学物性研究所中性子散乱施設において、定常炉中性子源装置の特性や

J-PARC/MLF との比較を含め、その将来像が活発に議論されている。J-PARC/MLF のパルス

中性子と JRR-3 の定常炉中性子が共に健全・有効かつ一体的に利用されてこそ、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。そのためには第 2期大型施設共用問題特

別委員会で提案した「中性子利用プラットフォーム」（図表４－１）の設置は極めて重要であ

る。 

 SPring-8 に代表される放射光 X線施設、そこに設置される装置の性能の進展は著しい。ま

た、J-PARC/MLF にもミュオン施設の建設が進んでおり、近い将来に世界最大強度のミュオ

ンビームを供給することになる。J-PARC/MLF の中性子を有効的•効率的に活用するためにも、

また創造的成果の創出のためにも、それぞれの量子ビームや施設の特性をよく理解し、その

相補利用を行うことは極めて重要である。「量子ビーム利用プラットフーム」の設立を急ぐべ

きである。 

 

第５章 J-PARC/MLF のグランドデザイン 

 これまでに記述してきた特別委員会での議論を元に今後１０年から２０年を目安にした

J-PARC/MLF の中性子に関してグランドデザインの検討を行った。繰り返しになるが、検討

に際して以下の点に留意した。 

1. 物性研究における２つの要求、(i)広範な物質科学を推進できる高性能汎用装置、(ii)サイ

エンスのピークを立てることのできる特殊装置、を満たすよう選定した。時間的には(i)の装

置が優先されている。 

2. 各サイエンスコニュニティーの要求を取り入れて主張点を考慮した 。 



3. 産業利用の観点を考慮した。 

4. 放射光に対する優位性の観点から非弾性散乱（分光）に重点を置いた。 

5. 原子炉内装置との優劣や特性を比較検討し、考慮した。 

6. 装置建設費用、財政処置、各機関の状況も考慮したが、学術利用•産業利用に本質的に必

要と思われるものについては、経済的困難さがあっても敢えて学会として建設すべき装置に

加えた。 

 建設すべき分光器を時系列にしがたい３つの世代に分類した。また、装置の特性を（１）

弾性散乱装置、（２）非弾性散乱装置、（３）、小角散乱装置、（４）反射率計、（５）その他の

装置と分類した。 

 第１世代は、平成２０年３月現在、建設計画が明確で、ほぼスケジュール通り、２００８

年度内の完成が予想される装置とした。 

 第２世代は、平成２０年３月現在、建設計画が不明確である。これを明確にし、急いで（５

年程度以内）に建設すべき装置とした。後述するように、第 2世分光器までで、合計１８台

が建設されることになり、分岐ビームポートの使用を考えると、１７ビームポートが占有さ

れ、空きビームポートは６となる。これは、予想される外国からの建設提案などを考え、妥

当な数字と判断した。 

 第３世代として、技術革新を図り、その実績と成果を踏まえて、スタート時から１０年後

程度以内に建設されるべき装置とした。ここまでの総数は３０台であるが、この台数はビー

ムの分岐やカスケードビームの利用により、現在の２３本のビームポートを利用しての建設

は可能と判断した。ただし、第３世代装置は、今後の技術革新による新たな装置提案によっ

ては、第２世代への移行や新たな装置提案によって置き換えられる可能性がある。建設に対

する考えの概念図を図表５－１に示した。 

 第３世代の後、さらに装置建設が必要になる場合は、第２ターゲットの建設を考慮する必

要がある。 

 以下に具体的に提案する装置とその問題点を列挙する。また、装置別の建設スケジュール

で現時点において書けるものについて図表５－２に示した。 

 

[I] 第１世代装置（平成２０年３月現在、建設計画が明確で、２００８年度内の完成

が予想され、できるだけ早く利用開始すべき装置） 

1. 非弾性散乱装置（チョッパー型、４次元空間中性子探索装置（4SEASONS, BL01）） 

2. 非弾性散乱装置（チョッパー型（AMATERAS, BL14）、冷中性子、分岐ビーム供給） 

3. 弾性散乱装置（茨城県生物構造解析装置（iBIX, BL03）） 

4. 弾性散乱装置（茨城県材料構造解析装置（iMATERIA,  BL20）） 

5. 弾性散乱装置（超高分解能粉末中性子回折装置（SHRPD, BL08）、分岐ビーム供給） 



6. 弾性散乱装置（工学材料回折装置、残留応力（TAKUMI, BL19）、分岐ビーム供給） 

7. 弾性散乱装置（高強度汎用全散乱装置（NOVA, BL21）） 

8. その他の装置（中性子源特性試験装置(NOBORU, BL10)、テストポート、後方ビーム供

給） 

9. その他の装置（中性子核反応測定装置(BBRI, BL04)） 

10. その他の装置（中性子光学基礎物理実験装置(NOP, BL05)） 

 

[II] 第２世代装置（平成２０年３月現在、建設計画が不明確である。計画を明確にし

急いで（５年程度以内）建設すべき装置） 

11. 反射率計（水平型、BL16, 界面構造、ダイナミクス） 

第一世代装置として建設されるべき装置であり（平成２０年８月現在、急速に建設が

進められている）、世界的な情勢から判断しても、本装置の有用性は実証されている。 

パルス中性子に最も適した装置の１つであり、世界的にも多く建設が予定されている

（SNS で 2台、ISIS で第 2ターゲトステーションを入れると５台、米国のNIST の原

子炉で 4台設置されている）。予算の適切な執行の必要性（比較的安価な分光器である

ので、物構研が作製する基盤部を基に、早期完成が可能である）が切に望まれている。

サイエンスのピークを立てることのできる分光器であり（例えば、大強度を背景にし

た時分割測定）、同時に産業利用も含めた、広範な物質科学の展開が可能な装置である。

さらには、将来の新たなサイエンスを開く斜入射小角中性子散乱(GISANS)の手法の確

立が望まれている。 

12. 小角散乱装置（HI-SANS、高強度、広いQ範囲、熱外中性子利用、ナノ構造、BL15） 

JAEA から概算要求中の装置である。JRR-3 の小角散乱装置の存在、その高度化の実

現を前提としてその利用を考えるべき装置であり、相補利用が大きな成果に繋がると

考えられる。 

13. 非弾性散乱装置（DNA、生物機能ダイナミクス、背面散乱型、BL02、分岐ビーム供

給） 

JAEA から概算要求中の装置である。現在、1-2μeV に特化された装置として検討中

であり、背面散乱分光器のエネルギー領域をカバーする。 

14. 非弾性散乱装置（チョッパー型、高エネルギー分解能、汎用型、広い運動量・エネル

ギー領域をカバー） 

コミュニティ̶の要求を充たすには、当初、３台目のチョッパー型非弾性散乱装置建

設が必須である。現在４台目の提案も有るが、第２世代までに、同型 4台は装置全体

のバランスから考えて多すぎ、KEK が建設中の高分解能チョッパー型装置の基幹部と

の合体化により、適切な予算規模での、高性能本格装置の建設が望まれる。（平成２０



年８月現在、急速に建設が進められている） 

15. 反射率計（水平型、偏極解析、面内構造、斜入射小角散乱） 

コミュニティーの要望を考えると、垂直型を水平型に変更することの可能性を検討す

る価値はある。偏極解析手法とそれに適したサイエンスの確立が望まれる装置であり、

面内構造探索のため、GISANS の機能の充実を目指す。 

 16. 弾性散乱装置（汎用型、特に極端条件下での精密構造解析） 

試料体積が比較的小さいので、分岐ビーム利用の可能が高い。JRR-3 単結晶構造解析

装置との相補性を考慮する必要がある。 

17. 中性子イメージング（エネルギー選別型ラジオグラフィー） 

３号炉装置との相補性を考慮する必要がある。 

18. 非弾性散乱装置（スピンエコー、MEZEI 型、高分解能、スローダイナミクス） 

３号炉装置との相補性を考慮する必要がある。日本に置ける建設体制を検討する必要

がある。現在 JST の支援で開発を行っているMIEZE 型との関係を明確にする必要があ

る。 

  

[II I] 第３世代装置（技術革新を図り、その実績、成果を踏まえて、約１０年以内に建

設が想定される装置（技術革新により第２世代への移行の可能性がある）） 

19. 弾性散乱装置（高圧専用装置、分岐ポート装置） 

圧力装置本体は科研費「学術創成研究」により東京大学が開発中である。 

20. 小角散乱装置（２結晶極小角、分岐ポート装置） 

安価な装置であり、分岐ポートを利用しての早期実現は可能である。 

21. 非弾性散乱装置（その他、分子分光） 

分子分光の装置として、利用者は多いと考えられるが、装置建設体制の構築が必要で

ある。 

22. 非弾性散乱装置（チョッパー型、極端条件、ビーム分岐供給） 

第１、第２世代の分光器では実験困難な極端条件下（超強磁場、超高圧など）での研

究を可能にする装置として建設すべきである。 

23. 非弾性散乱装置（熱中性子背面散乱型） 

24. 反射率計（スピンエコー型，分岐ビームポート装置） 

25. 弾性散乱装置（高磁場専用装置） 

我が国が世界を牽引する分野であり、磁場発生装置はすでに科研費「特定領域研究」

で開発中である。 

26. 反射率計（水平型、特殊環境型） 

27. 非弾性散乱装置（スピンエコー、MIEZE 型、共鳴型） 



現在 JST の支援でMIEZE 型、共鳴型スピンエコーの開発が進行中であり、建設に際し

ては、MEZEI 型との関係を明確にする必要がある。 

28. 小角散乱装置（マイクロフォーカス、カスケード型） 

現在、３号炉で開発中であり、その成果を生かす。 

29. 非弾性散乱装置（熱外中性子） 

30. 弾性散乱装置（単結晶＋３次元材料組織構造） 

 

第６章 今後の検討課題 

第１節 各機関の独自研究と連携 

 J-PARC/MLF の利用には大きく２つの形態がある。一つは多くの利用者に公平に開かれた

共同利用、施設共用等であり、もう一つは装置の設置機関が独自のミッションを遂行するた

めの利用である。KEK は大学との連携を強化しネットワークの中心としての機能を果たす役

割を負っており、その研究体制は大学共同利用であるが、これは一般共同利用と大学連携等

のプロジェクト研究利用とに分類される。JAEA は本来「新しい科学技術や産業の創出を目

指した原子力の研究開発」を行う義務を負っており、これらも JAEA の内部の研究と同時に

大学や国立研究機関等の外部研究機関との連携研究が考えられる。両機関の独自研究をどの

ように遂行していくかはそれぞれの機関の問題ではあるが、我々コミュニティーとして、そ

れら独自研究が自己満足的•利己的•保身的研究になることなく、日本および世界のサイエン

スと産業、さらには人類社会に貢献するものであることを切に要望する。 

 

第 2節 人材育成 

 J-PARC/MLFの建設のため、中性子分野の多くの若い人材がJ-PARC／MLFの建設に携わっ

ている。また、建設フェーズであったために、教育的見地よりの人材育成が手薄になってい

ることは間違いがない。さらには、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。これは中性子分野の１０年から２０年後を考えると憂慮すべき状況である。 

 J-PARC/MLFとしては、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、学生が複数の機関に属する装置を横断的に利用できる制度の

導入、優秀な学生を施設に派遣して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

育制度の根本的な改革は日本の中性子分野の将来を考えるとき、早急に行うべきである。

J-PAC/MLFに関連する全機関、政府、大学の共通の問題としての対応が必要である。 

 



おわりに 

 平成２０年５月３０日に J-PARC/MLF で初めての中性子発生に成功した。まさに、

J-PARC/MLF が建設フェーズから利用フェーズへ移行したことを感じさせる出来事であった。

設計通りのすばらしい性能に感嘆の声が上がった。この類い稀なる施設を利用し、すばらし

い成果を創出し、日本と世界の科学に貢献し、産業利用などを通してその成果を社会に還元

し、世界をリードしていくことが中性子科学に携わるものの責務であり、そのために、今こ

そ国、施設、ユーザーが、それぞれの立場や利害にとらわれることなく、オールジャパンの

体制で将来を見据えたグランドデザインと「量子ビーム利用プラットフォーム」を含め新た

な利用体制を構築しなければならない。 

 本報告書で中性子科学会が答申したグランドデザインは完成されたものではなく、今後施

設の進展、装置技術の進展、科学•産業の進展、世界の動向等により変化する可能性を含む。

特に物質科学においては、将来の予測が難しい。科学や社会の動向を精査しながら、常に新

たな視点と対応が求められる。 

 この報告書では具体的な方策を提示できなかった施設の独自研究と連携の問題や人材育成

の問題など早急に対処しなければならない問題も多い。今後、さらなる対応が重要である。 
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図表１－１。 J-PARC/MLF で予想される中性子利用分野の比率 

 

 
  図表１－２。 中性子ビーム強度と成果創出の相関関係 



 

図表２－１－１。J-PARC/MLF の運営に係わる体制•組織 

 

 
図表４－１。中性子利用プラットフォームの概念図 



 
図表５－１。装置の特殊性と台数の時間的変遷 

 

 

図表４－２。装置別の建設スケジュールとサイエンス 


