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１．はじめに 

 日本原子力研究開発機構（原子力機構）と高エネルギー加速器研究機構（KEK）は、現在、

共同で大強度の高エネルギー陽子ビームを得ることのできる大強度陽子加速器施設：

J-PARC（Japan Proton Accelerator Complex）を茨城県東海村の原子力機構・原子力科学研

究所の敶地内で建設中である。 J-PARC はその名のとおり、大強度の陽子を加速する加速

器施設であるが、その目的は、陽子が原子核と反応して生成される中性子、ミュオン、K 中間

子といった寿命の短い粒子や、パイ中間子がさらに崩壊してできるニュートリノなどの大強度

の２次粒子（最近は量子ビームとも言う）を用いて基礎科学から応用科学までの幅広い研究を

行なうことにある。 

中性子は、波動の性質を用いて X 線と同様に中性子回折で物質構造を調べることができ、

さらに中性子独自の特徴として非弾性散乱によるエネルギー吸収から分子などの励起状態を

調べることができる。ミュオンは、スピンを持つこと利用して物質内部の磁場を調べたり、正ミュ

オンで陽子の運動を模擬したりすることで物質内空間の性質を調べることができる。K 中間子

は、原子核内に入射することで核内の情報を教えてくれる。ニュートリノについては、まだ

J-PARCを用いてその性質を調べる段階ですある。 

 

 J-PARC で得られる２次粒子ビームの強度は、陽子との核反応でできる粒子の数で決まり、

陽子の数とそのエネルギーを掛け合わせた値、即ち、エネルギーの総量で決まります。従って、

大元の陽子ビームの強さ、ビームパワーが重要になる。図１に世界の陽子加速器をエネルギ

ー電流で並べて示すが、斜めの線の上にあるのが同一のビームパワーを持つ加速器になる。

この図で見ると分かるように、これまでの加速器はエネルギーの高いものは電流が少なく、

100kW がおおよその上限になっていることが分かる。そこで、この限界を超える施設を検討し

た結果、現在の技術で可能なビームパワーとして、従来に比べて一桁上の１MW を目標とし

た。 

 利用できる粒子ビーム強度が 10倍以上強くなることは、研究においては画期的なスピードア

ップをもたらすと共に、雑音に埋もれていた情報を明瞭に取り出すことに繋がる。また、研究分

野毎に見れば、J-PARC 一つの施設により、ほぼ全ての領域にわたって従来の百倍近い粒子

ビーム強度が得られ、その結果、研究のスピードアップにより研究者の短いライフサイクルの

間に希現象を発見するチャンスを与え、使いものにならなかった弱い信号も意味あるデータに

なることで新しい現象を捉えるための測定法が生まれることになる。これらの新領域の開拓は、

後で少し数十年来の研究者の夢であり、その意味を含めて、これまでの加速器のエネルギー



フロンティアという言い方に対して、パワーフロンティアと呼ばれている。 

 

２． J-PARC計画の概要  

J-PARCの加速器構成はリニアック、３GeV シンクロトロン及び５０GeV シンクロトロンからな

っている。この加速器で得られる大強度の中性子、ミュオン、ニュートリノ、及び中間子などは、

大きく 3 つに分けられる研究施設で利用する。これらは、基礎科学を目指す原子核素粒子研

究、基礎から産業応用までの物質･生命科学研究、そして工学的研究の核変換技術開発であ

る。図 2 に J-PARC の完成予想図を示すが、これらの研究のため、原子核素粒子実験施設

（ハドロン実験施設、ニュートリノ実験施設）、物質・生命科学実験施設（ミュオン実験施設、中

性子実験施設）を建設している。さらに 2 期計画として核変換実験施設が計画されている。（図

2） 

 

１） パルス中性子とミュオンの利用研究 

物質･生命科学実験施設は、パルス中性子とミュオンを利用する実験施設で、J-PARC計画

の中心的な施設として位置付けられている。物質･生命科学実験施設の 1MW の陽子ビームを

用いるパルス中性子源から得られる中性子は、米国 SNS計画の 1.4MW中性子強度に匹敵し、

中性子ピーク強度としては世界最高の強度となる。 

今日、放射光の出現により、SPring-8 などで物質や材料の構造及び機能の解明にめざまし

い発展があるが、X 線や放射光では本質的に電子を観察しており、軌道電子の少ない軽元素、

特に、水素原子あるいは水分子の観測が比較的難しいといわれている。そこで電子ではなく

原子核を観察する中性子散乱の手法が軽元素の観測にその威力を発揮することになる。これ

ら軽元素は、水素燃料電池等の機能材料やタンパク質の主要構成元素であり、このような研

究には本質的な役割を果たすことが期待されている。また、中性子散乱とは別に、中性子は非

破壊の CTや高感度元素分析などにも利用される。 

一方、ミュオンを物質内プローブとする研究では、磁性体を中心とした物性研究に有力なミ

ューエスアール（SR）と呼ばれる核磁気共鳴（NMR）と似た手法がある。また、重水素－3重水

素の水素分子の軌道電子を 200倍重いミュオンと置き換えることで軌道半径を収縮させ、原子

核同士を近づけることで反応確率を上げる触媒核融合の研究、さらに相対論効果を調べる基

礎物理まで幅広い利用がある。 

 

２) ハドロンとニュートリノの研究 

J-PARC の原子核素粒子実験施設はハドロン実験施設とニュートリノ実施設からなる。ハド

ロン実験施設では、ニッケル標的に５０GeV陽子を照射して生成される、Ｋ中間子、反陽子など

の二次粒子を利用した研究を行なう。ハドロンというのは、アップとダウンの 2 種類のクォーク

が 3 個集まってできている陽子や中性子などの粒子を言い、陽子と中性子から構成される原

子核はクォークの集合でもある。特に、K 中間子などを原子核に入射すると原子核が収縮する

と言われており、原子核の密度が中性子星に匹敵するほど大きくなる。そのような極限状況で

起こるクォークの重さの変化を探る研究を行なうことなどが考えられている。 



一方、ニュートリノ実験施設では、ミューニュートリノを岐阜県神岡町にあるニュートリノ検出

器(スーパーカミオカンデ)に向かって送り出して測定し、3 種類あるニュートリノのどのニュート

リノに変化したかを調べ、新しい素粒子理論の基礎となるパラメータを決定する研究を行なう

計画である。 

 

３） 中性子による核変換システムの基礎研究（第ＩＩ期計画） 

原子力発電所で生じる使用済核燃料を再処理した際に排出される高レベル放射性廃棄物

（HLW）は、一定期間の冷却後、ガラス固化されて地層処分されることになっている。この HLW

の中にあって再処理後 100年以上経過後の潜在的な放射性毒性を主にもたらすマイナーアク

チニド（MA）や長寿命核分裂生成物（LLFP）を HLW から分離して取り出し、中性子を用いた核

分裂反応や中性子捕獲反応等により安定又は短寿命の核種に変換することにより、廃棄物管

理の負担軽減化を図ることを目指すのが、長寿命放射性廃棄物の分離変換技術と呼ばれる

ものである。 

この中性子を用いた原子核の核変換専用のシステムとして、MA を主成分とした核燃料で未

臨界の原子炉を構成し、１GeV程度の陽子加速器を使った核破砕中性子源を外部中性子源と

して、未臨界体系内の核分裂の連鎖反応を維持して中性子の増倍を行ない、多量の中性子を

生成して効率よく核変換を行う「加速器駆動未臨界システム（ADS）」が提案されている。このシ

ステムの基礎的な研究を行うために、J-PARC では第Ⅱ期計画として、「核変換実験施設」の

建設を提案している。この施設では、未臨界と臨界状態の体系を用いて、このような加速器と

結合した原子炉システムの炉物理や制御特性などに加えて、高速炉核変換システムにおける

炉物理特性も調べることができるようにする計画である。 

 

３． J-PARC計画の進捗 

J-PARC建設は平成 20年度後半の中性子施設共用開始を目指して、ビームコミッショニン

グの段階に入った。リニアックでは、加速器機器等の据付工事を完了後、ビーム試験を開始し、

今年 1 月に初期のエネルギー181MeV での加速性能を確認した。３GeV シンクロトロンでは電

磁石及び電磁石電源等の据付を完了させ、現在、トンネル内において通電試験を実施中であ

る。また、５０GeV シンクロトロンでは、主要電磁石の据付工事を終了し、一部の真空試験を開

始している。 

物質・生命科学実験施設では、建家工事が完了し、陽子ビーム輸送系磁石の据付け及び

水銀ターゲット装置などの中性子源機器の据付が終了した。また、実験ホールでは中性子ビ

ームライン遮蔽体の据付工事を開始した。ミュオン実験設備では、ミュオン生成ターゲット及び

周辺機器の据付が終了した。 

原子核・素粒子実験施設（ハドロン実験施設）では、建家工事及び内部での遮蔽体工事を

終了し、５０GeV シンクロトロンから分岐するビーム輸送系電磁石の据付を終了した。ニュート

リノ実験施設ではターゲット部の地下トンネル工事が進行中であり、前置検出器建家（ニュート

リノモニター棟）の地盤造成工事を開始した。また、ニュートリノ収束のためのホーン磁石及び

シンクロトロンから陽子ビームを導く超伝導磁石の通電試験を実施中である。 



さらに、全施設で機器の調整試験が本格化するのに伴い、原子力機構とＫＥＫが共同で運

営する母体となるＪ－ＰＡＲＣセンターを平成１８年２月に設置し、１９年度にはＪ－ＰＡＲＣ全施

設を含む組織体制に拡充して、施設の運転及び共用に向けた準備を進めている。 

 

４． おわりに 

J-PARC 計画は、原子力機構と KEK が独立に検討を進めていた、それぞれ中性子科学研

究計画と大型ハドロン計画を統合して、2001 年に建設着手が認められたものである。原研の

計画は核変換技術と中性子利用研究とを目的として、中性子ビーム施設を計画したものであ

り、KEK の計画は高エネルギーの陽子を用いてより広範囲の量子ビームを用いた基礎物理研

究を目指したものであった。しかし、両計画とも大強度の陽子加速器を基幹設備とすることか

ら、一つの計画として共同提案されたのが J-PARC誕生の経緯である。J-PARCのユニークさ

は、原子力機構と KEK という異種機関の融合にとどまらず、ここでは、高エネルギー物理、原

子核物理、物質科学、生命科学、原子力工学などの多種多様な異分野の研究者が集まること

も見逃せない。これはまさに量子ビームのプラットフォームとして J-PARC が異分野間の交流

を促進する役目を果たすことも期待できる。このような異文化交流が新しい科学を生み出す可

能性は大いにあり、J-PARCを中心に 21世紀の新しい量子ビームの時代を創ることが我々の

夢である。 
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図１：J-PARCは大強度加速器のフロンティア 

50 GeVシンクロトロン

物質生命科学
実験施設

3 GeVシンクロトロン棟

ニュートリノ

リニアック棟

現在、７割
超が完成

JRR-3

ニュートリノ
ターゲット

原子核・素粒子実験施設
（ハドロン）

核変換実験
施設予定地

ニュートリノ
前置検出器

 

図２：大強度陽子加速器施設 J-PARC 

 


