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大強度陽子加速器施設（J-PARC）の概要
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• 宇宙の始まりと物質の起源にせまる
– ニュートリノ振動とCPの破れの探索
– ミュー粒子やクォークの精密測定実験
– 核力・強い相互作用の理解を深める

• 物質や生命の多様性の起源にせまる
– 水素やリチウムなど軽い原子核に感度の高い中性子散乱実験

• エネルギー材料 (e.g.電池など), ソフトマター・生命 (e.g. タンパク質・ポリ
マー), ハードマター (e.g. 超伝導・磁性など)

– マイクロ磁性プローブとしてのミュオン
• μSR, ミュオン原子からのX線X-ray、ミュオン顕微鏡
• 基礎物理への応用

– 産業利用
• SPring-8/PF、J-PARC、スーパーコンピュータ “京”の協奏的利用

• 核変換技術のR＆D

J-PARCで展開するサイエンス

3



物質・生命科学実験施設（MLF)の概要

RADEN

茨城県BL

共用BL

KEK設置者BL

JAEA設置者BL

21台の中性子ビームラインが稼働中

陽子ビーム
中性子標的

ミュオンBL

３本のミュオンビームラインが
稼働中

ミュオン標的
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MLFのビームラインの運営

KEK
（大学共同利用機関法人） JAEA

（国立研究開発法人）

設置者BL
8 本

設置者BL
4 本

共用BL
7本

CROSS（注１）

（登録施設利用促進機関）

茨城県

専用BL（注２）

2本

茨城
大学

（注１）一般財団法人総合科学研究機構：法
律に従い、共用ＢＬの利用者選定及び
利用者支援業務を実施

ユーザー

J-PARCユーザーズオフィス（一元窓口）

・課題申請
・実験時の
諸手続き

採否通知

• 「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」を適用し、科学技術の広範な
分野における多様な研究開発等に活用されるために、共用に供される中性子ビーム
ライン（共用ＢＬ）を設置することで、幅広いニーズに対応

（注２）法律に定義される専用施設。20%の
利用時間は、専用施設以外のユー
ザーの共同利用に使用

ミュオン
BL３本
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J-PARCの中間評価の経緯

• 文部科学省における研究及び開発に関する評価指針（平成29年４月１日最終改訂）に
おいて、研究開発プログラムは、５年毎を目安に評価を実施することとされている。

• この評価指針に基づき、研究計画・評価分科会量子科学技術委員会、原子力科学技術
委員会および学術分科会研究環境基盤部会の下に合同に設置した「大強度陽子加速器
施設評価作業部会」において、平成30年2月26日から同年５月31日までの期間に５回
の部会が開催され、平成30年6月25日に中間評価報告書が取りまとめられた。

• 作業部会における審議事項
 前回中間評価（平成24年実施）の主な指摘事項の対応として、研究能力の更なる

向上、教育及び研究者育成の役割、国際的研究拠点化の役割、中性子線の共用の
促進の役割

 前回中間評価以降に起こった主な事象とその対応・対策
 その他の論点として、①経営的視点の導入について及び本格的産学連携の実施に
ついて、②成果評価指標の検討について

 今後の計画

• 経営的視点の導入、本格的産学連携の実施、成果評価指標の検討に関しては、
① 財政環境等も踏まえた上で、既にある資産を有効に活用しつつ安定的にビームタイムを確

保し、効果的に成果を創出していくために、中長期的な視点に立った運営が重要となる
② 社会・経済への更なる貢献に向けた施設のより効果的な利活用やJ-PARCの価値を広く理解

してもらうことにつながる取組などもより一層重要となる
との問題意識の下に議論が行われた。
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区分 ID コメント

1 施設の整備・運用

1-1
安定運転の実現を第一としつつ、十分なビームタイムを確保するとともに、初期の目標のビーム強度
（MLF:１MW）の早期達成を目指す。

1-2
学術コミュニティからの期待が高く、世界的にも烈な競争下にある生命科学用実験装置の整備につい
ては、重要な研究課題開発やイノベーション創出を加速する仕組等の検討を、ユーザーコミュニティ―
が主体となり施設とともに進めていくことが求められる。

2 施設の運営

2-1
施設の安定的な有効利用を促進するため、J-PARCの運営に「経営的視点」を取り入れ、経年劣化対策や
更なる財源の多様化、施設の高度化に向けた重点投資等を一体的に検討した中長期的な経営計画を策
定し、施設の経営基盤を強化していくべき。その際、経営の専門家の活用が重要である。

2-2
利用者の利便性向上及び効率的な運営のため、J-PARCとしての一体的な組織運営やオープンアクセスの
推進（アクセス道路の整備等）について、投資対効果を踏まえた具体的な検討を進めるべき。

3
中性子・ミュオン

利用の推進

3-1
中性子・ミュオン利用の振興に係る課題（成果創出、人材育成、産業利用、国際化など）を、大学、
施設、企業等の組織横断的に議論する場を提供し、その中核として主導的な役割を果たすべき。

3-2
MLFにおいては、共通基盤技術等の一元管理、定型業務の外部委託、共用ビームタイム枠の導入など、
利用者の利便性向上にも資する、より効率的・効果的な一体的運営に取り組むべき。

3-3
また、他施設との連携（JRR-3, 中・小型中性子源等）との連携により、コミュニティ全体として効率
的・効果的な取り組み（施設間の申請課題の連携、人材育成等）を検討する。

3-4
質の高い研究成果を効率的に創出していくため、IR（論文分析を含めた研究力分析、ベンチマーク）に
よる研究組織評価や、MLFの特長を適切に評価できる指標の検討を行い、課題審査等に活用していくべ
き。

4 総論

4-1
J-PARCの運営は安全第一として行われるべきであり、安全文化の醸成、安全管理体制の不断の見直しを
継続するとともに、地元住民をはじめ、国民全体からの理解を促進し、J-PARCが広く開かれた施設にな
るよう活動を継続していくことが重要。

4-2
将来にわたり世界をリードする成果を継続的に創出するため、将来的なニーズや国際動向を見据えた
施設・設備の高度化や施設の更なる効率的利用方法等について常に検討を進めることが重要である。

中間評価におけるコメント一覧
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今後の方向性として特に留意し取り組むべきこととして挙げられた事項（MLF関連）
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安定運転の実現を第一としつつ、十分なビームタイムを確保するとともに、
初期の目標のビーム強度（MLF:１MW）の早期達成を目指す

1-1

保守期間

保守
期間

稼働率の推移

ビ
ー
ム
強
度

[ｋ
W

]

1MW相当運（１時間）

 2018年度から2019年度にかけて、500 kWのビーム強度で安定な利用運転

2018 年度：8 サイクルの利用運転、稼働率：93% （目標 90%以上）

2019 年度：7.7サイクルの利用運転

保守期間の終盤で安定運転を確保するために作業工程に時間をかける
必要が生じたため、当初計画より18日程度運転日数が減

運転した期間の稼働率：95%、運転日数減を加味した稼働率：86％

１ MW 相当のビーム強度による10.5時間の連続運転を98%の高い稼働率で達成

稼
働
率

[%
]

保守期間

1MW相当運転（10.5時間）
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2018年度から2019年度の
ＭＬＦ運転履歴

2018年度 2019年度



所期目標のビーム強度（MLF:１MW）の早期達成を目指して1-1

1 MW安定運転のための中性子源の課題

圧力波に起因する中性子標的容器の
ピッティング損傷の抑制

• 抑制方策として微小気泡を
注入

• 注入される気泡量を増やし、
圧力波の抑制度合いを1/3程
度から1/5へ改善を目指す
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気泡注入時の容器の振動速度の減少度



1-1

 3 GeVシンクロトロン（RCS）でビーム
生存率の目標値（１MW ビーム出力で
99％以上）を達成

 大強度ビーム制御技術の確立

RCS：１MW出力時のビーム生存率

ビ
ー
ム
生
存
率

[%
]

ビーム生存率を98％から
99.8％へ向上98

98.5

99

99.5

100

2014 2016 2018 2020
年度

+ --

+

+

+ --

+

+

- -

RCSを周回するビーム：H+

リニアックからの入射ビーム：H-

ビーム入射用
電磁石

ビーム入射用電磁石

荷電変換フォイル

20 mm

110mm

グラファイトを真空蒸着
厚さ：1.5mm

ビーム運転時のフォイル
 変形が発生。

RCSのビーム入射概念図
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 RCSの荷電変換フォイルの長時間の安定性
（寿命）の確認が課題

 真空蒸着による製作技術を向上

所期目標のビーム強度（MLF:１MW）の早期達成を目指して



1-2 生命科学用実験装置の整備に関わる重要な研究課題開発や
イノベーション創出を加速する仕組等の検討

NMR

クラ
イオ
電顕 回

折
(Ｘ
線)

SAXS
＆

SANS

回折
(中性子)

より精緻で詳細な解析へ

より巨大で複雑な対象へ

『生物学』

『化学』
中性子結晶解析は「化学」（反応性）を
突き詰める

MLFが目指すべき生命科学

１）溶液構造
２）ダイナミクス
３）タンパク結晶構造

課題：
 大型タンパク結晶構造解析装置建設
 重水素化ラボの稼働を本格化

 既存装置の改善
• 専用ＢＬの課題選定システム
（iBIX(BL03)）

• データ処理の簡便化、信頼性向上
（iBIX(BL03))

• 安定な運営（BIX-3/4@JRR-3）

生命科学における中性子の位置づけ

大型タンパク結晶構造解析装置

ダイナミクス
(準弾性・スピンエコー）
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1-2

• BL03の利用検討（茨城県、CROSS、MLFで
協議中）

課題審査方法の改善（茨城県課題・一般課題の
同時審査を検討）

AMED  BINDSへの参加を検討

アカデミア創薬に向けて

• BL03の化学テーマへの利用：新たな成果の創出
（プレスリリース、2020年）

亜硝酸イオンを一酸化窒素ガスに変える反応 (亜硝
酸還元反応) を司る銅含有亜硝酸還元酵素 (CuNIR)
の高精度中性子結晶構造解析に成功：
量子化学計算の結果を初めて実証

• 大型タンパク解析装置建設に向けて：

QSTとの協力：量子構造生物学の開拓

• 生体物質重水化での利用者との協力：

科研費・基盤S研究（京大・杉山教授） 12

生命科学用実験装置の整備に関わる重要な研究課題開発や
イノベーション創出を加速する仕組等の検討(つづき)

https://j-parc.jp/c/press-release/2020/02/11000412.html#No1
https://j-parc.jp/c/press-release/2020/02/11000412.html#No1
https://j-parc.jp/c/press-release/2020/02/11000412.html#No1
https://j-parc.jp/c/press-release/2020/02/11000412.html#No2


3-1
中性子・ミュオン利用の振興に係る課題（成果創出、人材育成、産業利用、
国際化など）を大学、施設、企業等の組織横断的に議論する場を提供し、
その中核として主導的な役割を果たすべき。

 第4回中性子・ミュオンスクール
MIRAI (Japanese Swedish University Consortium) 
PhD Schoolとの合同開催（2019.10.29-11.2)
日本の他、中国、インド、韓国、スウェーデン、ロシア、

タイ、マレーシア、ネパール、ハンガリー、米国から41名の
若手研究者が参加。 MLFの11台の中性子実験装置、2台の
ミュオン装置を実習に活用

 第3回中性子・ミュオンスクール（2018.11.20-24)
日本17名の他、中国8名、インド5名、韓国、タイ、ロシ

ア、英国より各1名の35名の若手研究者が参加。この年度
より、茨城大学大学院理工学研究科量子線科学専攻の単位
科目にも採用

第4回中性子・ミュオンスクール、MIRAI PhD Schoolから

 SAKURAプログラム（2020年から開始)
ESS(European Spallation Source)とJ-PARCの人材交流

プログラムが、スウェーデン研究評議会を中心とする5機関
により2020年から実施されることに。日本とスウェーデン両
国の研究者をJ-PARC、ESSそれぞれの施設へ、3週間から6
か月の期間で派遣。2019年11月に22件の申請課題のうち14
件が採択。2月から３月にかけて第２次課題募集が実施

SAKURAプログラムセレモニー11/4 在瑞、日本大使館
13



成果創出に向けた取組
大学、企業、利用者との連携及び国際連携の強化

H24

KEK

J-PARC 1MW

KEK

J-PARC

KEK-
KEK

科学の革新 材料設計へ貢献

→

基
礎

応
用

2019

大学の分室の設置
大阪大学、京都大学、九州大学、
名古屋大学

BLにおけるユーザーミティング

海外施設との連携

With ANSTO

大学間連携：KEK と東北大学による偏極非
弾性散乱装置の建設

企業コンソーシアム

企業との連携

With ESS

岡山大学、山形大学

最近2年
3-1

14

With DOE, SNS

米国ORNLとの協力（2019/08/07) 
中性子施設SNSを持つオークリッジ国立研究所と

の協力協定を締結。米国エネルギー省科学局ク
リストファー・フォール局長と協定書に署名。

J-PARC/住友ゴム
フェローシップの創設
先端施設のフロンティアを熟
知する企業人の人材育成

ESSとの協力
建設中の欧州中性子施設ESSにJ-PARCで培われた技術を
活かし、研究交流を促進

https://www.kuraray.com/


3-1
中性子・ミュオン利用の振興に係る課題（成果創出、人材育成、産業利用、国際化など）
を、大学、施設、企業等の組織横断的に議論する場を提供し、その中核として主導的な役
割を果たすべき。

☜ MLF ☜ 茨城県☜ CROSS

個人の利用から組織対組織の産学連携への利用形態の拡がり

☜ MLF ☜ 茨城県☜ CROSS

☜ MLF

☜ MLF
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先行研究の場・
教育の場

ユーザ支援
学術施設

産業界

2019年４月 機能性高分子コンソーシアムを結成
企業グループ：クラレ、住友ベークライト、DIC、日産化学、三井化学
学術研究チーム：九州大学、三重大学、KEK物質構造科学研究所、名古屋工業大学等

コンソーシアムによる利用研究の取り組み方

産業界、学術の成果創出、パワーユーザー育成への効果

 一般課題申請(成果公開、非公開)

 共同研究契約

 コンソーシアム(非競争領域で必要な人員・機器を数社で
負担) (2019年度から） ☜ CROSS

 企業ポスドク制度（企業から研究者をMLFに派遣）
（2017年度から。現在２名）

 総合型企業との包括的連携協定の締結
（2018年度から。現在、常駐の企業研究者３名、ポスドク２名）



3-2 利用者の利便性向上にも資する、より効率的・効果的な一体的運営への取組
-共用ビームタイム導入の検討-

【共用ビームタイム導入のイメージ】
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共用BLにのみ適用されているマシンタイムをJAEAのBL(供用施設）、KEKのBL（大学共同利用施設）で
共用ビームタイムとして適用し、装置性能化の最大限利用、産業利用の更なる推進、施設全体としての安
定的運用を図ることにより、更なる成果創出増大を目指す。

現状の主な課題
• JAEAのBL、KEKのBLは各組織のミッション達成のために設置されたもの。各法人が運用す

る枠の一部で一般課題を受け入れている。共用BLと比べて、必ずしも十分な産業利用および
利用者支援が確保できていない。

• 共用法適用の有無によりBL毎の利用者支援体制等にばらつきがあり、研究成果最大化を阻ん
でいる。

共用ビームタイム導入により期待される効果
• 限られたBL（21本）の中で、組織の垣根を超えた、MLF全体として一体的な運用を図り、

更なる成果の増大や生産性の向上を目指す。
• 産業利用が期待されるJAEABL、KEKBLについて、より積極的な産業利用の実施が可能となる。

設置者BL
（KEK)

設置者BL
（JAEA)

共用BL

大学共同利用
・S型課題
・マルチプローブ
課題

一般課題 一般課題

プロ
ジェックト
課題

設置者BL
（KEK)

設置者BL
（JAEA)

共用BL

共用ビームタイム

導入前 導入後

設置者による運
用で行う一般課
題の枠を共用
BLと均一な運用
に

大学共同利用
・S型課題
・マルチプローブ
課題

プロ
ジェックト
課題



国際アドバイザリー委員会（IAC）、中性子アドバイザリー委員会(NAC）、
サイエンスプロモーションボード（SPB）

3-2

【IACのコメント】

装置の所有者に拘らず、MLFにおいては全ての利用者が同様な
科学的な体験ができるべきであるとIACは強く信じている。
JAEAおよびKEKが所有する装置に「共用BT」の概念を導入す
ることを推奨する。また、MLFのリーダーシップのもと全ての
装置が世界の一流施設と同等なスタッフが確保できることを応
援する。

【NACのコメント】

もし共用BTの導入がビームラインの均質支援に繋がるなら、
KEKとJAEAのビームラインに共用BTを導入することを強く支
援する。

【SPBの提言】

共用法のもとで運用できる「共用ビームタイム枠」を全ての
ビームラインに設け、均質な利用者支援を実現すること

17

JAEA
理事長

KEK
機構長

J-PARC
センター長

IAC

NAC

SPB

J-PARCセンターにおける助言委員会の
位置づけ概念図

利用者の利便性向上にも資する、より効率的・効果的な一体的運営への取組
-共用ビームタイム導入の検討- （つづき）



3-3
他施設との連携（JRR-3, 中・小型中性子源等）との連携により、コミュニティ
全体として効率的・効果的な取り組み（施設間の申請課題の連携、人材育成
等）を検討する。

 小型中性子源を含む他中性子施設との連携
中性子施設ネットワークの形成

• 中性子科学会から第24期学術の大型
研究計画に関するマスタープラン
（マスタープラン2020)に提案し、

区分Ｉに採択

理研・RANSとの連携

• 中性子ビーム係る技術及び利用に関
する研究協力協定に基づく協力
RANSの冷中性子源化を実施中

18



標的系高度化

TS2技術設計（ミュオン含む）

2030 31 32 33 34 35 36 37 38 392020 21 22 23 24 25 26 27 28 29

TS1：標的系・モデレーターの高度化
装置当初性能達成、高度化、スクラップ・ビルド

TS2建設 （ミュオン含む） 運用

TS１高度化（装置、標的系）

装置：当初性能達成

高度化、スクラップ・ビルド

新BL建設
装置高度化

BL建設

ターゲット：１MWにむけた高度化

モデレーター：交換・高度化

気廃処理系

装置

標的

TS2

TS1

ミュオン：50 〜 100 倍の強度

中性子： 20 倍の輝度：長波長、
マイクロビームの利用

中性子・ミュオン標的を
一体化

第1ターゲットステーション
ターゲット、モデレーター、BL等における
検討課題

第2ターゲットステーション

CDRの完成、TDRに向けて

将来的なニーズや国際動向を見据えた施設・設備の高度化や施設の更なる
効率的利用方法等について常に検討を進める

TS2TS1

• １MWの実現
• モデレーターの高度化
• フルスペックに到達していないBL
• 新規BLの建設（BL07, BL13)
• 既設BLの評価

10年評価の開始
• 偏極中性子装置の強化

4-2
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実験前準備・処理
測定強度の見積もり
実験パラメーターの最適化

実験制御
データ集積（イベントデータ）
各種デバイスの制御・ログ
自動測定・データベース化

データ可視化・補正
イベントデータの可視化
絶対値補正・分解能補正

データ解析（解釈）
構造パラメーターの最適化
理論計算との比較・連携

主な処理内容

来
所
前

ビ
ー
ム
タ
イ
ム
中

1次データ

2次データ

n次データ

退
所
後

MLFにおけるデータ解析フロー

MLF におけるオープンデータについて



データストレージ

計算ファーム

商用クラウドシステム
（検討中）

先進計算環境システム
（整備中）

外部アクセス

テープバックアップ

データ

データ

データ

MLF

 MLF内部と同じデータ解析環境を、
MLF外部にいるユーザーが利用可能
な環境構築を検討中

 現状はMLF内部での解析環境の整備
に注力

 外部アクセス用のシステムをオープ
ンデータに活用可能

実験制御

データ可視化・補
正

データ解析（解釈）

データ可視化・補
正

データ解析（解釈）
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MLF におけるデータ解析環境
実験前準備・処理



MLFにおけるオープンデータ・オープンアクセス

• オープンデータ・オープンアクセスは、MLFの基本的方針とし
ており、実現に向けたシステム開発とデータポリシーやコスト
の検討を進めている。

– MLFのデータの再利用による成果創出を可能にするため
• 新しいデータ解析手法の適用を想定

• 一次データは施設が保管しないかぎり散逸は必至

– 1 MW運転時に生成する一次データは、年間1 PB程度

• MLFは一次データを保管

– 課題申請者が専有する期間を設定し、期間終了後にアクセス可能とする
＝オープンアクセス

– 二次データは課題申請者の研究活動により生成されるものであり、分類
や選別が困難

22



MLFにおけるオープンデータ・オープンアクセス
- 主な課題 -

• オープンデータ・オープンアクセスに係る費用対効果の見積
– 再利用による成果創出の道筋の明確化

– クラウドシステムの活用によるコストカット

• オープンデータ・オープンアクセスに係る人材の確保
– メタデータベース開発、データストレージの運用、アクセスのためのセキュリティ
システム開発・運用等を行う人材が必要

– オープンデータ・オープンアクセスにかかるインフラを大型施設間で共通化でき
ないか？

• 再利用という観点からは二次データをオープンにすることが必要
– 一次データは処理を行なっていないため、再利用を行うためには手間がかかる

– 再利用に供する二次データの所有権・使用権、データを提供することに対する
インセンティブが必要。
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参考資料－１
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新型コロナウイルス禍でのMLFの取組



新型コロナウイルス禍でのMLFの取組
○運転状況

• 4/8 スタッフおよびユーザーの安全確保を優先し、外部ユーザーの受入停止

• 4/20 緊急事態宣言の拡大及び茨城県の要請を鑑み、J-PARCの運転を停止

• 安全を確保しつつ、5/15より利用運転を再開
 5/18~ 500 kWから600 kWにパワーアップ
 5/22~ 茨城県内ユーザーの受け入れ再開
 5/28~ 緊急事態宣言が解除された都道府県からのユーザー受け入れ再開（要許可）

• ユーザー受け入れ停止による未実施課題は、再開後に日程の再配分を予定
 可能な課題のみ代行実験を実施

○新型コロナウイルス関連研究への貢献のために

• 文部科学省のホームページに掲載
• 外部有識者の協力の下、新型コロナウイルス関連研究の情報収集
• 海外中性子施設（9カ国）とのコロナ禍での国際連携のあり方の検討

○今後の課題

• 施設運営の強靭化
 実験の自動化・省力化
 リモートアクセス実験ができる環境整備
 課題審査のあり方の再検討

• 大学の研究室が大型施設を使って教育を行うためのサポートシステムの構築
26
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J-PARCの全体的な活動から

参考資料－２



4-1
J-PARCの運営は安全第一として行われるべきであり、安全文化の醸成、安全管理
体制の不断の見直しを継続するとともに、地元住民をはじめ、国民全体からの理解
を促進し、J-PARCが広く開かれた施設になるよう活動を継続していくことが重要

 加速器施設安全シンポジウムを継続的に開催
第６回（2019.1.24-25、参加：117名）
中心テーマ：「個人線量管理」、「火災対応」
1/28に、サテライトワークショップ
（Safety at Accelerator Facilities）も開催

第７回（2020.1.23-24、参加：125名）
中心テーマ：「加速器施設のインターロック」、

「機械工作における安全確保」

2020年度は、世界で大規模加速器施設を有する
研究機関が参加する International Technical 
Safety Forum (ITSF)を理研と共催予定

 「安全の日」を設けた安全文化醸成活動を継続
2019.5.24 午前：安全情報交換会）
安全に関するサイエンストーク、施設における安
全作業紹介等

午後：安全文化醸成研修会
医療分野における安全「強く安全な組織に必要な
「人」の力」（元群馬大学病院 医療の質・安全
管理部長；オフィス風の道代表 永井弥生先生）
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超伝導コースターの実験

◆J-PARCハローサイエンス
（@アイヴィル、毎月）

◆J-PARC ハローサイエンス
科学実験教室開催

（中丸小学校、白方小学校）

光の万華鏡製作

◆大空マルシェに
科学実験コーナーを出展

◆施設公開
約1600名の来場者

令和元年度 上半期 監事監査

地元の皆様と共に4-1
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市民公開講座 2019

国民の理解の促進4-1
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ハドロン実験施設

物質・生命科学実験施設（中性子）

Neutrino

Hadron

MLF-n

ミュオン実験施設

MUSE

Neutrino Beam Upgrades

Neutrino Measurements

HD-Hall Extension / Commissioning

TS1 Improvements towards 1 MW

MeasurementsMuon g-2/EDM  construction

核変換実験施設

ADS-R&D

加速器施設

New PS for MR

Beam Power Upgrades

Commissioning towards Hi Power

Hyper-K Experiment

Hadron Experiments

Materials and Life Experiments / Improvements / New Beamlines 

Muon Experiments / Improvements 

ニュートリノ実験施設

Accelerator

TS2 construction / Operation

Upgrades

Muon Microscope U-Line  H-Line

Irradiation Facility Design / Construction Operation

SC low-beta LINAC prototyping/ beam controlling tech. development

Pb-Bi target development/ Irradiation tests@PSI/ Corrosion test w/ OLLOCHI

4-2将来計画

COMET Experiment  COMET Hi-Power 



TP+0m 

Large components 
handling room 

 

Irradiated components handling room 

Irradiated components 

storage room 

Target station 

In-cell crane 

Power manipulator 

Target trolley 
TP+8.9m

TP+15.3m 

Multi-purpose use room to TEF-P 

Linac side 

LBE target 

Laser charge 

exchange 250kW 

10W 

L-TEF BT tunnel 

g-2/EDM

ハイパーカミオカンデと
J-PARCのアップグレード

ハドロン実験施設の拡張と
ミュオンg-2/EDM実験

MLFにおける第二標的ステーション 核変換実験施設

4-2 将来計画
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