
J-PARC
「大強度陽子ビームで究める
宇宙と物質の起源と進化」

⼩松原 健（KEK / J-PARC）
2022.September.24(Sat)

「未来の学術構想」検討会（素粒⼦原⼦核分野）
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“専⾨的な知⾒に根差した今後 20~30 年先を⾒通した学術振興の「ビジョン」と、
その実現のために今後 10 年程度で実施することが必要な「学術研究構想」”



陽子を光速近くまで加速し、原子核と衝突させ
二次粒子ビームを作る。

物質生命の科学

原子核素粒子の科学

二次粒子ビームによる多彩な科学

物質生命の科学陽子を光速近くまで加速し、原子核と衝突させ
二次粒子ビームを作る。

物質生命の科学

原子核素粒子の科学

二次粒子ビームによる多彩な科学

物質生命の科学
• KEKと日本原子力研究開発機構（JAEA) が共同で建設

• 世界最高レベルの大強度陽子加速器で
中性子、ミュオン、中間子、ニュートリノ等の
多彩な二次粒子を生成

• 物質・生命科学、原子核素粒子物理学等、
基礎研究から産業応用まで幅広い分野の研究を推進

• 建設：2001年度から2008年度（８年計画）
運転：2008年度以降

概要と沿⾰
Japan Proton Accelerator Research Complex

⼤強度ビームで粒⼦を⼤量に⽣成
→⾼統計、⾼精度の研究
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上流 下流



− 物質の起源、形成、進化の謎
− 素粒子・ハドロン・原子核
に関わる多様なテーマの

実験を展開

物質・生命科学実験施設 ニュートリノ実験施設

実験施設と研究分野
Japan Proton Accelerator Research Complex

−ニュートリノ振動の測定で
宇宙と物質の起源を探る

−ニュートリノビームを
東海から

300km先の神岡へ

ハドロン実験施設
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上流 下流

−新物質、新材料の機能を
応用や産業利用まで

幅広く研究

−中性子、ミュオン

MLF



• KEKと日本原子力研究開発機構（JAEA) が共同で建設

• JAEAが上流の リニアック、RCS、物質生命科学実験施設（MLF） を
文部科学省の 科学技術予算 で運用

• KEKが下流の MR加速器、ハドロン実験施設、ニュートリノ実験施設、
MLFのKEKビームライン（中性子、ミュオン） を
文部科学省の 学術予算 で運用

Japan Proton Accelerator Research Complex
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上流 下流



 2020.8改訂版

計画名称

実施主体

所要経費 計画期間

計画概要

研究目標（研究テーマ）

2013(H25) 2014(H26) 2015(H27) 2016(H28) 2017(H29) 2018(H30) 2019(R元) 2020(R2) 2021(R3) 2022(R4) 2023(R5)

 

　

　

－ － 進捗評価 － － 進捗評価 － － － －

年次計画
１．ビーム強度の増強

大強度陽子加速器施設（J-PARC）は、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）が共同で施設を整備・運用している最先端研究施設である。大強度陽子ビームを液体水銀、または個
体の標的に衝突させることによって発生する多彩な二次粒子（中性子やミュオン、中間子、ニュートリノ等）を用いて、物質・生命科学、原子核・素粒子物理学など、基礎研究から新産業創出につながる応用研究に至る
まで、幅広い分野での研究を推進することを目的としている。

１．ビーム強度の増強　　２．ハドロン・ミュオン素粒子実験　　３．ニュートリノ振動実験　　４．中性子・ミュオン物質生命科学実験　　　

・ＭＲのビーム強度増強に向け、遅い取り出し50kwを出力させる。
・主電磁石電源の開発（Ｒ＆Ｄ）については、問題点を検証し、技術的な実証 試
験を行う。
・ＭＲの増強により、ニュートリノ振動実験に必要な高繰り返し化による速い取り
出し750kwと、ハドロン実験に必要なビームロスの低減などによる遅い取り出し
100kwを出力させる。

大規模学術フロンティア促進事業の年次計画

「大強度陽子加速器（J-PARC）」による物質・生命科学及び原子核素粒子物理学の推進

【中心機関】　高エネルギー加速器研究機構　【連携機関】　日本原子力研究開発機構、東京大学宇宙線研究所　(他２０機関（国内)および４７機関（国外））

建設費総額　約666億円（計画全体1,524億円）
年間運用経費　約66億円
※このうち、電気料金の高騰に伴い、運用経費について約14億円の増額となる可能性が
あるところ、実施機関に対し、本事業予算に限らない、多様な財源の確保と更なる縮減の
検討を求める。

建設期間　平成１３（2001）～２０年度（2008）
運転期間　平成２０年（2008）以降(平成２４年（2012）に中間評価を実施)
【事前評価】　平成９年（1997）９月、平成１２年（2000）８月、平成１２年（2000）１１月
【中間評価】　平成１５年（2003）１２月、平成１９年（2007）６月、平成２４年（2012）６月
【進捗評価】　平成２７年（2015）９月、平成３０年（2018）８月

評価の実施時期

期
末
評
価

３．ニュートリノ振動実験

・電子ニュートリノ出現現象による混合角を決定する。
・東大宇宙線研究所と共同で、ニュートリノ振動の高精度測定によりＣＰ非保存、
質量の階層性の探索を行う。

４．中性子・ミュオン物質生命科学実験

・偏極中性子解析装置を整備し、高感度物性研究を展開する。

・Ｓライン及びＨラインを整備することにより、μSR物性研究やミュオニウム超微
細分裂の測定を行う。

・Ｋ中間子でストレンジネス核物理の新しい局面を拓く（高密度核物質、一般化さ
れた核力の理解の推進。）
・Ｋ中間子の稀崩壊において小林益川理論を超えるＣＰ対称性の破れを探索す
る。

・高運動量ビームラインを整備することにより、クォーク閉じ込め、質量獲得機構
の解明を行う。

・μ－e変換実験（COMET）ビームラインを整備することにより、ミュオン稀崩壊現
象のメカニズム（荷電レプトンフレーバー破れ）の検証など標準理論を越える新し
い物理法則の兆候を探索する。

２．ハドロン・ミュオン素粒子実験

原子核の研究、ハドロンの質量の理解、標準理論を超える物理の探索など

ニュートリノ振動現象の解明

高輝度偏極中性子・ミュオンビームによる物性研究の展開

ビーム強度の増強

偏極中性子／ミュオンS・Hラインの整備

ＭＲの50kw出力と主電磁石電源のＲ&Ｄの実施

クォークの閉じ込め、質量獲得機構の解明

ミュオン稀崩壊現象のメカニズムの検証

高運動量ビームラインの整備

μ-e変換実験ビームラインの整備

「⼤強度陽⼦加速器(J-PARC)による
物質・⽣命科学及び原⼦核素粒⼦物理学の推進」
資⾦計画
建設費総額：約666億円（計画全体1,524億円）
年間運⽤経費：約66億円

[研究計画] 1.ビーム強度の増強 2.ハドロン・ミュオン素粒⼦実験
3.ニュートリノ振動実験 4.中性⼦・ミュオン物質⽣命科学実験
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https://www.mext.go.jp/a_menu/kyoten/20220523-mxt_kouhou02-1.pdf
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地球誕生と進化

多様な物性と生命の進化

中性子星 or ブラックホール

宇
宙
に
お
け
る
物
質
創
生
と
進
化
の
歴
史

物質 vs “反物質”

物質・生命の謎：

創発期
＊超伝導、磁性など多様な物性の発現
＊地球・生命の起源と進化
＊エネルギー材料、新材料の発見

物質形成の謎：

形成期
クォークから陽子・中性子ができて、
＊重合反応で軽い原子核の生成
＊星の中で、鉄程度まで
＊中性子星合体などで、より重い原子核

消えた反物質の謎：

創生期
＊小林益川理論を超えるCP非保存
＊ニュートリノの役割
＊荷電レプトンミュオンの役割

大強度の陽子ビームを最大限に活用する。

挑戦性

総合性

融合性

国際性
ニュートリノ

実験施設

物質・生命科学実験施設

ハドロン実験施設

⼤強度陽⼦ビームを
活かす

起源から進化
三つのステージ

産業界との連携
幅広い分野をつなげる

世界の学術コミュニティ
からの参画

今後10年（2023年度〜）の後継計画

施設の運転時間を確保し提供する。

「⼤強度陽⼦ビームで究める宇宙と物質の起源と進化」

→ より⾼統計、⾼精度の研究
より多くの成果



「⼤強度陽⼦ビームで究める宇宙と物質の起源と進化」
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[研究テーマ]

1.加速器のビーム強度の増強

2.ハドロン・ミュオン
素粒⼦実験

3.ニュートリノ振動実験

4.中性⼦・ミュオン
物質⽣命科学実験

5. ミュオン異常磁気能率と
電気双極⼦能率の
測定実験

【年次計画】

1年目

2023年度

2年目

2024年度

3年目

2025年度

4年目

2026年度

5年目

2027年度

6年目

2028年度

7年目

2029年度

8年目

2030年度

9年目

2031年度

10年目

2032年度

10年目

以降
備考

大強度化

のための

施設整備

加速器の

運転

750kW 1.2MW 1.3MW 1.3MW 最大ビーム強度

素粒子

原子核研

究の展開

施設拡

張、

整備、

大強度対

応

280本 350本 440本 累積修士・博士論文数

大強度

化・

前置検出

器の整備

ニュート

リノ研究

の

展開・実

験の高度

化

38(T2K) 100(T2K) 130(HK)

230(T2K+H

K)

累積陽子数

(10の二十乗)

物性研究

の展開

測定装置

の高度化

170本 230本 310本
KEKビームラインでの

累積修士・博士論文数

建設

運用

技術設計完了 実験装置完成
国際共同研究者

数　100人

成果指標

３．ニュートリノ振動実験
　東大宇宙線研究所と共同で、ニュー
トリノにおけるCP対称性の破れと質量
の階層性の探索を引き続き行う。

成果指標

４．中性子・ミュオン物質生命科学実
験
　世界最高のピーク強度を持つJ-PARC
パルス中性子・ミュオンを用いた物
質・生命科学研究を引き続き行い、測
定装置の高度化により、社会課題開発
への貢献を視野に入れて発展させる。

５．ミュオン異常磁気能率とミュオン
電気双極子能率の測定実験
　ビームラインと実験設備を設置して
実験を行う。

成果指標

成果指標

項目
（研究テーマ）

１．加速器のビーム強度の増強
　MR加速器の増強により、ニュートリ
ノ振動実験に必要な速い取り出し1.3MW
とハドロン実験に必要な遅い取り出し
100kWを実現する。

成果指標

２．ハドロン・ミュオン素粒子実験
　K中間子ビームによる素粒子原子核実
験、高運動量ビームの実験、ミュオン-
電子変換実験（COMET）などを引き続き
行う。さらに、実験施設の拡張とビー
ムライン・測定器の整備、大強度化対
応を進める。

今後10年（2023年度〜）の後継計画



【MR加速器】ビーム強度の増強
• 30GeV陽⼦ビームを

Ø ニュートリノ実験施設へ
• 速い取り出しモード(FX)
• 2.48秒周期

Ø ハドロン実験施設へ
• 遅い取り出しモード(SX)
• 5.2秒周期（取り出しビーム:約2秒間）

• ビームロスを低減する設計
• 電磁⽯等機器の⼤⼝径化
• トランジションのない光学設計
• ビームロス局在化のためのコリメータ

• ビーム調整でもビームロス低減に注⼒
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世界最⾼の
• FXのパルス当たりの粒⼦数 2.7×1014
• SXの取り出し効率 99.5%

FX運転
510 kW

SX運転
64.5 kW ⾼繰り返し化 [周期を2.48秒→1.3秒程度]

による750kWへの増強のため
電磁⽯電源を更新（2021年度まで; 

2022年度後半からビーム調整）



MR加速器のビーム強度の増強
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⾼繰り返し化

速い取り出し(FX)について
• ⾼繰り返し化 周期 2.48秒 → 1.3秒
により、2023年度に 750 kWを達成⾒込み。
• 更なる⾼繰り返し化 周期 1.16秒
• ⼤強度化 粒⼦数 2.7×1014 → 3.3×1014
により、ビームパワー 1.3 MWを⽬指す。
• ⾼周波空胴システム等、装置の増強が必要。
• ビームロス低減のためのビーム調整が必要。

遅い取り出し(SX)についても⾼繰り返し化と
⼤強度化により、100 kWを⽬指す。
• ビームロスの集中を避ける新たな機器を導⼊し、

ビームスタディを重ねることにより、
数年度内に達成⾒込み。

MR直線部Cの空胴

散乱体

元の15ユニット

追加の4ユニット

RCS RF アノード電源

新しい偏向電磁石電源(BM3)
コンデンサーバンク(BM3)

→ ⼤強度ビームの運転を毎年、⻑期間実施して
実験施設のサイエンスを実現する。



⼀次陽⼦ビーム

中性⼆次
ビームライン

荷電⼆次ビームライン

Aライン

2022年完成予定2021年建設完了

COMET実験（第⼀期）
2022年度中に建設を完了

µ-e転換探索⽤検出器
p中間⼦捕獲
ソレノイド磁⽯

E16実験
ハドロンの質量獲得機構
の解明へBライン

Cライン

新たに整備した
⼀次陽⼦ビームライン
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【ハドロン実験施設】ハドロン・ミュオン素粒⼦実験
上流 下流

⼆次粒⼦⽣成標的の更新
• 50kW標的: 2014〜2019年
• 95kW標的: 2019年〜
• 150kW標的: 開発中



学術意義：
宇宙と物質の起源と進化に関する包括的な研究

既存施設の⾼度化により
様々なビームラインを設置して
世界最⾼の分解能、統計精度、感度を⽬指す。

既存施設

HIHR

K1.1

施設の⾼度化

機能強化(20 GeV/c 2次ビーム)

標準模型を超えるCP対称性
の破れの探索

ハドロンの質量獲得機構
の解明
クォーク相関の発⾒と
性質の解明

ダブルストレンジ原⼦核
の構造研究

真空でのストレンジ核⼦
の核⼒の詳細解明

核物質中でのストレン
ジ核⼦の核⼒の解明

分解能 数100 keV

統計精度 10倍

分解能 3 MeV

核内ベクター中間⼦数10倍の事象

標準模型 3x10-11を超える
世界最⾼感度

np

X
L

?
中性⼦星

ビッグバン

ハドロン(核⼦)

原⼦核

ハドロン・ミュオン素粒⼦実験

µàe転換測定
COMET 過去の上限値の100倍以上の向上

超⾼分解能
Λハイパー核分光

偏極Λp散乱

系統的な(K-, K+)分光測定

核内ベクトル中間⼦⾼感度測定
チャームバリオン励起状態の測定

中性K中間⼦稀崩壊
KOTO step2

荷電レプトンフレーバー
の破れを⾼感度で検証

素粒⼦の誕⽣

K1.8

B-line

KOTO

例：
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ミューオン素粒子物理の展望

ミューオンで切り開く未踏物理

-大強度ミューオン源と量子効果の精密測定
で探るビッグバン

-ミューオンで実現する高エネルギー衝突型加速器

次世代大強度DCミューオン源
ミューオンフレーバ物理(μ→eγ, μ→eee, LFU)の新展開

新型ミューオン源PRISM
μ-e転換の研究PRIME

ミューオン冷却と加速
μEDM
ミューオンコライダーへの道

μTRISTAN



【ニュートリノ実験施設】ニュートリノ振動実験
精密測定により物質創⽣(消えた反物質)の謎に迫る
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2010〜

2027〜

750kWを超える⼤強度ニュートリノビーム
により、2026年までにデータを3倍増.

ニュートリノビームの安定供給(⽬標年間6ヶ⽉)はハイパーカミオカンデ実験の礎
世界最⾼精度でのニュートリノ振動の測定により、つねに

宇宙の根源的な謎(レプトンでのCP対称性の破れ)への挑戦の先頭をいく

有効体積×8

スーパーカミオカンデ
ハイパーカミオカンデ



ニュートリノ振動実験
精密測定により物質創⽣(消えた反物質)の謎に迫る
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⼀次陽⼦輸送路改良

放射化冷却⽔処理設備増設

ニュートリノ⽣成装置群
の冷却能⼒増強

ニュートリノ収率向上
のための電磁ホーン電流増強

⼤強度ビームの安定⽣成のための
陽⼦ビームモニタ・制御系の増強

放射化する機器のリモート
メンテナンス性向上改修

⼆次ビームライン機器 遠隔メンテナンス改良

⼤強度対応標的・
電磁ホーン 電磁ホーン⽤電源・トランス増強

放射線遮蔽強化
放射化冷却⽔処理強化

ニュートリノ反応測定精度向上
のための前置検出器増強

新型3次元ニュートリノ検出器

新型ビームプロファイルモニタ



中性子・ミュオンの特性を最大限に生かした装置群を整備
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【物質・⽣命科学実験施設】中性⼦とミュオン

RCSからの入射

中性子源

陽子ビーム

BL16 ソフト界面解析装置

(SOFIA)

BL08 超高分解能粉末

回折装置 (SuperHRPD)

BL21 高強度全散乱装置
(NOVA)

BL09 特殊環境中性子回折

装置 (SPICA)

BL05 中性子光学

基礎物理実験装置
(NOP)

BL06 中性子共鳴

スピンエコー分光器群 (VIN-ROSE)

Sライン ミュオン源

Uライン
Dライン

BL12 高分解能型

チョッパー型分光器 (HRC)

Hライン

BL23 偏極中性子

チョッパー型分光器(POLANO)



① ミュオンの冷却・加速による世界最⾼輝
度のミュオンビームの実現（世界初）

② コンパクトな蓄積装置 (先⾏実験の
1/20)を⽤いて先⾏研究と全く異なる
系統誤差でg-2を測定（世界初）

ミュオンg-2/EDM実験
異常磁気能率(g-2)

電気双極⼦能率 (EDM)

素粒⼦がもつ磁⽯の強さのうち量⼦効果によるもの。
新しい物理法則の効果が顕著に現れる。

素粒⼦の量⼦効果による電気的偏りを⽰す量。
新しい物理法則の時間反転対称性を研究。
J-PARCでは先⾏実験の70倍の感度で探索。

ng-2は⼈類史上最も⾼精度に
計算された物理量であり、
計算値からのズレは
新物理法則の存在を⽰唆。

nミュオンは質量が重いため、
電⼦より約40,000倍、
新物理の効果が⼤きい。

⽶国発表論⽂引⽤数

現在、直ちに新たなg-2・EDM測定に
着⼿できるのは唯⼀J-PARCのみ。
先⾏アドバンテージがあるいま着⼿
することでインパクト最⼤。
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ミュオンg-2/EDM実験
＋透過型ミュオン顕微鏡

µ+ (40 MeV)

µ+ (25 meV)

µ+(4 MeV)

2021年完成
表⾯ミュオンビームライン
（Hライン）

冷却ミュオン源

ミュオン直線加速器

Hライン実験棟
透過型ミュオン顕微鏡

ミュオンg-2/EDM実験
17

µ+ (210 MeV)

ミュオン⼊射・蓄積装置

ミュオン蓄積磁⽯
n 世界初のミュオンの冷却・加速施設

→指向性が極めて⾼いビームの実現
n ミュオンg-2/EDM実験(2023年~建設を予定)・

透過型ミュオン顕微鏡(2027年~建設を予定)

に利⽤



学術研究構想 の必要事項

• 学術的な意義
• 分野融合の意義・効果
• 国内外の研究動向と当該構想の位置付け
• 国際協⼒・国際共同
• 実施機関と実施体制
• 所要経費
• これまでの準備状況
• 共同実施体制
• 当該構想の国際的な我が国の優位性
• 当該構想に我が国が取り組む必要性
• 社会的価値

18



• ⼤強度ビームを軸とした
国際的な研究者コミュニティ
を形成

• 多様な実験を
⼀つのサイトで⾏える
J-PARCの独⾃性を⽣かす
分野横断的な研究

• 【⽂理融合研究】
江⼾時代末期の医師・蘭学者緒⽅洪庵の薬瓶

ミュオン特性X線による⾮破壊元素分析で
蓋をあけることができない
薬瓶の中⾝が塩化⽔銀であることが明らかに

分野融合の意義・効果

19

5

図 3： 左 図 、 E 検出器 原理を示しています。入射 X 線エネルギーにより吸収体に生じ

た僅かな温度上昇を、 E 温度計における急激な抵抗増加として高精度に測定します。右 写

真 、本実験に使用した E 検出器です。共同研究先 アメリカ国立標準技術研究所（NI ）が

製作した 240 素子 も で 0.1K 程度まで冷却して使用します。 

実験 、世界最高強度 K-中間子ビームを得ること できる、茨城県東海村 大強度陽子加速

器施設 J-PA C ハドロン実験施設にて実施しました。K-中間子ビームを液体ヘリウム標的に

照射し、そこから放出される X 線を、多素子 E 検出器（図 3 右）により測定しました。 E 検

出器 1 素子 およそ 0.1mm2 と非常に小さく、X 線検出効率 典型的な「結晶分光器」と同程度

です。本研究で アメリカ国立標準技術研究所（NI ）が製作した 240 素子 検出器を使用する

ことにより、「結晶分光器」より 100 倍以上 検出効率を実現しました。これにより、1 時間に 1 事

象程度 K 中間子原子 X 線を検出できることが期待されるため、優れた分解能で 実験を現実

的に行うことが可能となりました。 

一方、大強度 K-中間子ビームを使用した実験で 非常に多く 荷電粒子が飛び交い放射線強

度が高くなるため、過酷な放射線環境 下で検出器を動作させなけれ なりません。 E 検出

器 、実験室で 優れたエネルギー分解能を持ちますが、外乱を受けやすいため、放射線環境

下でも性能を維持できるか分かっていませんでした。本研究で 、まず、荷電粒子 E 検出器

へ 直撃を極力軽減するため、目的 X 線を遮らず、加速器から 不要な荷電粒子を効果的に

遮るセットアップを構築しました。さらに、隣接する素子 情報を利用した解析や、X 線信号波形

詳細な解析をすることで、荷電粒子に由来するノイズを大幅に低減する手法を確立しました。

そ 結果、過酷な放射線環境下であっても E 検出器が本来持っている優れたエネルギー分解

能を実現しました。  

新しいX線検出器
ハドロン
実験施設

MLF
ミュオン

ミュオン原⼦からの特性X線の測定
(2021年)

K中間⼦原⼦からのX線の測定
（2022年）

2019年9⽉の
国際シンポジウム



カーボンニュートラルに向けた取組み
• 学界、産業界、地域と連携した基礎研究・応⽤技術開発
例：MLFでの蓄電池関連の研究（カーボンニュートラルに直結）

全固体セラミックス電池
リチウムイオン電池

• ⼤型研究設備の省エネルギー
（これまでに実現した例）

• 超伝導電磁⽯による
ニュートリノビームライン
消費電⼒が2割に

• ⾦属磁性体コアを開発し
⾼周波加速システムに導⼊
消費電⼒が半分に

20



所要経費

• 運営費：
年間 6サイクル運転 〜 9サイクル運転

• 施設・設備費：
• ⼤強度化：
• ミュオンg-2/EDM実験：
• ハドロン実験施設の拡張：
• ミュオン顕微鏡：

• 所⽤経費（2023年度から2032年度の10年間）：

21

実施機関と実施体制
※必須

 残り文字数1000

12：所要経費（500字以内）
（※施設計画の場合、建設費(装置、設備等を含む)及び10年間の運営費(研究費を除く)を明記。研究計画の場合、10年間の研究費(設備費・人件費等を
含む)を明記。）

“「施設計画」：国策としてトップダウンで整備する施設との区別を
明確にするため、予算総額（国際共同事業については国内負担分）
については概ね2000億円を上限とするが、特に下限は定めない。”



まとめ

• [研究テーマ] 
1. MR加速器のビーム強度の増強
速い取り出し 750kW、遅い取り出し100kWの達成

2. ハドロン実験施設でのハドロン・ミュオン素粒⼦実験
ハドロン実験施設の拡張

3. ニュートリノ実験施設のニュートリノ振動実験
4. 物質・⽣命科学実験施設での中性⼦とミュオンの実験

ミュオン顕微鏡
5. ミュオンg-2/EDM実験

• 課題・留意点
①現⾏計画における科学⽬標の達成
②計画的な⽼朽化対策
③安定的な運転時間の確保について
④若⼿研究者の育成（キャリアパス）について

22

大強度陽子ビームで究める宇宙と物質の起源と進化

大強度の陽子ビームを最大限に活用する。

今後10年（2023年度〜）の後継計画



backup
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MR加速器のビーム強度の増強
(整備する装置)

24

⾼繰り返し化のため
• 電磁⽯電源の調整
• 加速空胴の増強
⼤強度化のため
• ⾼周波空胴アノード電源の増強
• ビームモニターの⾼度化
• 四極電磁⽯QDTの⼤⼝径化

SXの取り出し時のビームロス低減のため
• 散乱体（または湾曲結晶）
• ビーム不安定性対策（VHF空胴等） MR直線部Cの空胴

元の15ユニット

追加の4ユニット

RCS RF アノード電源

新しい偏向電磁石電源(BM3)
コンデンサーバンク(BM3)

繰り返し周期 2.48 秒 1.3 秒 1.16 秒
必要な加速電圧 300 kV 510 kV 600 kV

2次⾼調波電圧 110 kV 110 kV 110 kV

加速空胴（基本波） 7 9 11

2次⾼調波空洞 2 2 2

散乱体



25

sΛ

pΛ

fΛ

dΛ

hΛgΛ

核物質中でのストレンジ核⼦の核⼒の解明
最も重いラムダハイパー核の初の⾼分解能分光

208
LPb (KEK-PS)
DE ~ 2.2 MeV

これまでの測定

超⾼精度分光へ

S=-2の原⼦核の系統的な測定
(現在の2種à10種程度)

分光研究へ

⾼統計測定へ

ハドロンの質量獲得機構の解明
原⼦核密度でのハドロン質量の変化をつかむ

数1000事象(KEK-PSの10倍)の
検出で明確な兆候を捉える

CP対称性を直接破る𝑲𝑳𝟎 → 𝝅𝟎𝝂%𝝂稀崩壊
新物理探索に最適なプローブの1つ

標準模型を超えるCP対称性の破れの探索

最も重いΛハイパー原⼦核
(A=208)での世界初の⾼精度分光

ハドロン実験施設での研究の展開(既存施設＋拡張施設)

エネルギー分解能 3MeV
(⽶国での先⾏研究の5倍) エネルギー分解能 数100 keV

(KEK-PSの5倍)

標準模型を超える感度へ

KOTOの100倍以上の感度
での新物理探索

写真乾板によるグザイ
ハイパー核の発⾒

f中間⼦

ダブルストレンジ原⼦核の構造研究
グザイハイパー核の発⾒から分光研究へ



固体の電⼦相関 ⾼精度物質科学実験の実現

POLANO

中性⼦・ミュオンで解明する電⼦
の物理⾃由度の⽀配する現象

中性⼦・ミュオンは、固
体 中 の 電 ⼦ の 持 つ 性 質
（=物理⾃由度）とそれ
らの交差相関を⾼精度で
観測し、物性物理学の基
礎的理解の深化とともに、
技術の発展へ貢献する。

基礎研究の成果は技術の発展に貢献
・ 電⼒輸送技術
・ スピントロニクス
・ 量⼦材料

⾼温超伝導
軌道波

磁気抵抗効果 異常ホール効果

• ⾼統計（従来の３倍）
• ⾼磁場（5T ）
• ⾼精度（0.1ppm）でミュオンの

感じる磁場を測定可能
これにより、
• 超伝導物質の磁場侵⼊⻑精密測

定→⾼性能化への指針
• ⽔素の微視的電⼦状態の精密測

定→⽔素吸蔵物質の⾼性能化

偏極中性⼦：物理⾃由度を識別して検出

ミュオンスピン回転・緩和：物理⾃由度の揺らぎを検出

⾼磁場 (5 T) µSR 分光器 “CYCLOPS” 

これにより、
• ⾼温超伝導メカニズムの解明
• 軌道波の観測→物性理論の検

証・永久磁⽯等機能性材料の
性能向上

波及効果

• 3He偏極スピンフィ
ルターを⾼性能化

• 偏極度解析エネル
ギーの拡⼤（従来の
3倍）

• 多重試料環境の実現

中性⼦・ミュオン物質⽣命科学実験

26



エネルギー材料
中性⼦による原⼦配列・拡
散経路の可視化および格⼦
振動の観測に加えて、ミュ
オンによる原⼦・イオン拡
散挙動の観測及び元素分析
により、イオン輸送現象や
化学反応などに関する物質
科学の深化とともに、様々
なエネルギー材料の創成に
貢献する。

中性子回折によるフッ化物固体電解質
内のフッ化物イオン（F–）拡散経路の
可視化

⾼精度オペランド測定・解析の実現

ミュオン

0.3

0 0 20時間(µs)

⾮
対
称
度

速い

遅い

• 中性⼦ビーム集光系
の⾼度化（数mgの観
測対象を検知）

• 実⽤動作環境下での
⾼精度測定（オペラ
ンド測定）

• インフォマティクス
を融合した動的構造
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SPICA

蓄電池オペランド測定⽤セル

全固体蓄電池

⾼強度中性⼦・ミュオン：
微量な観測対象の構造・ダイナミクス情報の抽出

これにより、
• 原⼦・イオンの超⾼速拡散

メカニズムの解明
• 電池反応メカニズムの解明
• 劣化メカニズムの解明

• 元素分析・拡散観測
• ミュオン侵⼊深さの精密な制御

による観測領域の選別
• 実⽤動作環境下での⾼精度測定

（オペランド測定）

（中性子）

（ミュオン）

参考：今後10年先の蓄電池開発の方向性

2023 ~ 2032年

出典：経済産業省

蓄電池に含有され
ている数mgの電極
活物質を観測

革新型蓄電池・燃料電池ではリチウムイオン以外の
イオン種もエネルギーキャリアの有力候補となる

全固体リチウムイオ
ン電池： Li+

革新型蓄電池の有力
候補：
F– Na+ Mg2+ Al3+

中性⼦・ミュオン物質⽣命科学実験
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透過型ミュオン顕微鏡

28

TµM
超⾼圧電顕より数100倍も厚い試料を
透過観察できるTEM。
光顕電顕ギャップを埋める画期的⼿法：
例）・神経組織を刺激後に急速凍結しクライオ
位相差イメージング
・動作中のリチウム電池・太陽電池・半導体
素⼦の内部の電磁場分布を3次元イメージング
→⽣物系、材料系と産業での利⽤

⼭をも貫く加速ミュオンの⾼い透過能を⾼分解能の透過イメージングに利⽤
●超低速ミュオンビーム源、加速器とHライン実験棟を ミュオンg-2/EDM実験 と共有

各点でµSRスペクトラム取得ナノ収束µビームの⾛査

SµM
ナノ収束ビームの⾛査で、⾛査μSR顕微鏡も
可能
μSR法が⾼分解能の顕微鏡へと進化
収束ビームでダイヤモンドアンビル内のµSR
測定
→⾼圧超伝導の解明
半導体デバイスのミュオン誘起ソフトエラー
弱点の3次元網羅的検索と弱点部の集中調査
→⾃動運転⾞等の誤動作しない素⼦を求める
半導体産業から渇望。従来のエラーの確率的
解釈⼿法から、直接イメージング計測へ。

既存の電⼦顕微鏡ではできない厚さの試料の撮像


