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東京大学原子核研究所 保存記録資料

東京大学原子核研究所より移管された製本資料
INS-Z（核研各種委員会）　Nos .1(1954年)～Nos.1680（1997年）
JHP-Suppl. Nos.1（1988年）～Nos.3（1989年）
協議会資料　1976～1996年度
教授会資料 1974～1996年度
教授会議事要録 Nos.1（1956年）～Nos.463（1997年）
加速器科学分野における総合的な研究機関に関する調査委員会1995～1996年
物理学研究連絡委員会　1951～1954年
概算要求（核研最初）土地選び資料
概算要求書　1961～1996年度
原子核特別委員会　1952～1957年
文部省　国立大学研究所協議会　1953年
核研設立時の研究者の声　1953～1954年
田無町核研設置反対資料　1954年
東京大学原子核研究所設立準備委員会　1954～1956年
原子核研究所準備室日誌　1954～1956年
田無市・保谷市との連絡会　1982～1999年
核研将来計画等の検討 1982～1985年
東京大学原子核研究所の現状と将来　1986年
核研将来計画検討小委員会　1990～1995年
東京大学原子核研究所　棟別平面図　国有財産監守計画表　1985～1996年
国際交流委員会資料　1985～1996年
核研小委員会資料　1962～1974年度
核研小委員会議事録　1954～1976年
共同利用運営委員会資料　1975～1996年度
共同利用運営委員会議事要録　1976～1997年度
原子核研究所の将来計画に関する懇談会　1989～1996年
新組織のための連絡協議会 1995～1997年
原子核研究所の新研究所移行に関する検討会　1994～1995年
東京大学原子核研究所規則集　災害事故発生の手引き　1999年

1952-1997 kek0016

大型ハドロン計画（第2次～第5次）推進作業部会資料 1986～1995年
大型ハドロン計画推進作業部会議事要録他　1986～1995年
大型ハドロン計画構想連絡協議会 1987～1995年
大型ハドロン計画構想連絡協議会小委員会 1993～1995年
一般公開資料　1984～1999年
核研コロキウム講師芳名録
核研コロキウム Evening Salon 1974～1997年
技術報告集等 1986-1996年
技術職員研修資料 1989～1996年
技術研修 1993～1997年
Visitors（外国人）の記録　1986～1996年
ひろっぱ(核研組合誌）　No.1(1963.6.1)～最終号No.486(2000.3.9)

東京大学原子核研究所 記録写真

東京大学原子核研究所 創設期資料 （スライド）
シンポジウム　素粒子・原子核物理学の過去と未来（音声）
写真（第27回　共同利用研究所長懇談会
JSPS-INS　International　Spring　Scｈool
第16、25回 核研国際シンポジウム
東京大学原子核研究所一般公開（1987年）
核研田無キャンパス一般公開（1996～1998年）
開所25周年一般公開
田無市・保谷市との連絡会（1995年度）
核友会の写真（1970年度）
自衛消防訓練の写真
東京大学原子核研究所閉所式
坂井光夫氏勲二等瑞宝章授賞）
装置写真（サイクロ1954年～1962年、空芯β線スペクトロメータ、ニューマトロン、フィルム自動解析
装置、SF中心部、SFRI照射装置、重イオンスパッタリング蒸着装置、パーティクルチェンバー、ワイ
ヤー検出器、宇宙線チェレンコフ光観測箱、計算機 計算機用光通信ケーブル布設、工作室関
係、北大工作室、愛媛大工作室、プレーナー作業、イオン源用分析電磁石、リアクティブスパッ
ターリング、磁場測定器、ビーム検出器、RFフックリング、アナライザー用散乱槽、ロータリーチェン
バー、ESビームスクレーパー、P-Pブレムス槽、FM散乱槽、15cm、75cm液体水素泡箱、γケーブ・
ビーム検出器、分子ポンプ、静電型イオンポンプ）

1954-1998 kek0018

東京大学原子核研究所 録音記録 乗鞍宇宙線観測所、開所式、10周年記念式典、電子シンクロトロン完成披露式 （音声資料） 1957-1965 kek0019

東京大学原子核研究所 記録映像資料 INS-ESの終了記念映像 1957-1999 山口省太郎 kek0020

東京大学原子核研究所 ２０年史、関連刊行物 核研２０年史、核研OB会記念文集、東京大学原子核研究所案内 1969-1999 kek0036

東京大学原子核研究所 所長引き継ぎ文書等 1955-1996 kek0042

東京大学原子核研究所 機構移管の記録 野村亨 kek0043

東京大学原子核研究所 SFサイクロトロンの活動記録
核研の実験施設にかかわる資料、理化学研究所原子核実験室に建設された60吋サイクロトロン建
設報告、東京大学百年史、他 kek0056

東京大学原子核研究所 SOR-RINGの建設写真 核研に建設された放射光施設写真 kek0057

東京大学原子核研究所 電子シンクロトロンの記録
電子シンクロトロン建設記録写真、電子シンクロトロン10周年記念式写真、核研電子シンクロトロン
実験計画資料、電子シンクロトロン共同利用実験申込、他 kek0063

東京大学原子核研究所 高エネルギー部資料 核研高エネルギー部資料 1960 杉本章二郎 kek0080

東京大学原子核研究所 椎野氏寄贈資料 核研職員組合機関紙、ES運転終了等映像資料（16ミリフィルムテープ）、他 1957-1999 kek0084

東京大学原子核研究所 シンポジウム関連資料 kek0085

東京大学原子核研究所 関連資料 核研所内報、ニューマトロン通信、大型ハドロン計画構想、他 1973-1999 寺澤英純 kek0114

東京大学原子核研究所 閉所式資料 東京大学原子核研究所址碑除幕式集合写真、東京大学原子核研究所址碑建立の会 1985-2006 竹内和子 kek0123

東京大学原子核研究所 ニューマトロン準備室等写真 東京大学原子核研究所、ニューマトロン準備室 写真 1973-2005 小関忠 kek0145

東京大学原子核研究所 OB会写真資料 東京大学原子核研究所OB会 写真 2012 板野明史 kek0194

東京大学原子核研究所 所長室資料 INS List of Publications、東京大学原子核研究所における業務の実態、山口嘉夫氏レポート、他 1954-1997 kek0204

素研準備室関連資料 1963-1978 kek0082

土地選定資料
KEKの土地選定に関わる資料。北垣敏男氏のグループおよび選定委員会の資料。菅原寛孝元機
構長から吉岡正和氏に託されたもの。出所：科研費研究班（北垣敏男ほか）、土地選定委員会（熊
谷寛夫委員長）

北垣敏男、菅原寛孝 kek0006
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航空写真、所内撮影写真、大臣視察、10周年記念講演会、INSシンポジウム、VENUSイベント、会
議、退官記念講演会、所長・機構長年頭挨拶等の写真資料 1961-2001 総務課 kek0079

式典等のアルバム 写真、公開講座の映像、他 1971-2008 総務課 kek0210

要覧等作成時に収集した写真資料（大判サイズ含） 1984 庶務課 kek0032

航空写真 企画室 kek0105

昭和46年～平成元年撮影の航空写真 1971-1989 広報室 kek0187

航空写真およびそのネガフィルム 1984-2011 広報室 kek0190

広報室写真資料

一般公開、原子核物理学国際会議 INPC 2007 、つくば科学フェスティバル、Jr. サイエンス＆もの
づくり事業、機構長、K2K-II 実験開始記念式、大強度陽子加速器安全祈願祭、国際交流セン
ター完成披露式典、総研大夏期講習等を記録した写真資料 1985-2007 広報室 kek0219

主に航空写真、ニューイヤーカード、一般公開用キーホルダー 広報室 kek0106

1986年11月19日にトリスタンで50GeV e+e-衝突現象の観測に成功した際に、構内放送で流された
レコード（トリスタンとイゾルデ）、PS 陽子加速器完成記念 芳名録、他 広報室 kek0230

小林誠特別栄誉教授ノーベル物理学賞受賞関係資料 2008 総務課 kek0151

機構におけるイベント等の音声・映像の記録 総務課 kek0045

映像資料
KEKB紹介ビデオ、物質と宇宙の謎に迫る-KEKB-、総研大映像アーカイブズ「宇宙のはじまりの
実験 KEKのBelle実験」、他 2002-2011 小森（IPMU） kek0193

秘書室で保管されていた資料 刊行物、写真、他 1981-2008 秘書室 kek0073

企画室資料 高エネルギー物理学研究所創設の経緯等に関する資料 他 1975-2011 企画室 kek0192

企画室写真資料

 トリスタン建設記録、KEK創設10周年、トリスタン起工式、トリスタン完成記念式典、KEK創設20周
年シンポジウム、放射光完成披露式、一般公開（平成3～11年度）、TPCセクター、KEKB入射器
8GeV達成等の写真資料

1981-2006 企画室 kek0218

前置検出器展示室にあったパネル
前置検出器の展示室で展示されていたパネル（A0/A1 51枚）。 K2K関連、建設記録、カミオカン
デ写真、小柴氏ノーベル賞受賞の新聞記事等 kek0209

学術情報課広報資料

学術情報課が広報関連の業務を担当していたころの資料。素研準備室、広報、KEK一般公開、つ
くば万博関連資料等（写真、KEK紹介映画シナリオ、音声カセットテープ、映像ビデオテープ、
16mmフィルムテープ、他）

学術情報課(図書室) kek0046

図書室より移管を受けた資料 KEK関連記事掲載雑誌、日本物理学会誌、他 図書室 kek0110

学術情報資料室寄贈資料　KEK創設経緯関連  「高エネルギー物理学研究所創設の経緯等に関する資料」を作成するにあたり収集された資料 1953-2005 学術情報課(図書室) kek0124

KEK建設記録写真

陽子加速器完成記念式典兼開所式、KEK 12GeV-PS、放射光実験施設・建設記録、ブースター・
シンクロトロン利用施設、泡箱及び写真解析グループ、機械工作センター、計算科学センター、放
射線科学センター建設記録、低温工学センター、東カウンター実験ホール建設、TRISTAN入射蓄
積リング 、TRISTAN主リング、AMY、TOPAZ、 VENUS測定器・建設記録等の写真

1970-2002 図書室、管理局 kek0120

情報資料室で保管されていたKEK初期の映像資料等
KEK紹介映画・素研準備室・KEK建設記録の映像フィルムテープ、映画の台本、航空写真、スライ
ド等

1964-1977 情報資料室 kek0181

サマーチャレンジ関連資料

サマーチャレンジ関連資料、第1回（2007年）～ 講義テキスト、報告書、パンフレット (欠あり）（サ
マーチャレンジとは、日本の将来の基礎科学を担う若き知の育成を目的とした主に大学3年生を対
象としたサマースクール。素粒子・原子核、物質・生命の分野における最先端の科学に触れる実験
を大学研究室、KEKの指導のもとに自分たちで行うとともに、世界の第一線で活躍する多彩な研究
者の講義、研究設備の見学、研究者達とのキャリア討論などを通して、研究の喜びを実感する機会
を提供している。2007年が第1回。毎年１度開催）

2007-
サマーチャレンジ編
集委員会

kek0169

アジアサイエンスキャンプ資料
2009アジアサイエンスキャンプ資料（書類、パンフレット、ポスター、写真（CD）、VHSビデオテー
プ、グッズ等）他 2009-2010 kek0180

高エネルギー加速器セミナー OHO
1984年（初年度）より、高エネルギー加速器 若手研究者の育成と、一般企業の研究者の加速器科
学への理解を深めることを目的として、毎年開催されている高エネルギー加速器セミナーOHOの
テキスト

1984-
高エネルギー加速器
科学研究奨励会

kek0125

KEKコンサート関連資料 第1回～第26回KEKコンサート関連資料。写真、ネガ等。KEK芸術祭も含む。 2000-2008 筒井泉 kek0248

各種刊行物等一覧

KEK 要覧、高エネルギー研 月報、KEK ニュース、KEK Annual Report、KEK 環境報告、
PHOTON FACTORY NEWS、KEK一般公開パンフレット類、J-PARC Annual Report、News＠
KEK、高エネルギー同好会通信、高エネルギーニュース、High Energy Quarterly、KEK News、
Experiments at the KEK 12GeV PS、原子核談話会通信、原子核研究、総（綜）合事務局報、めそ
ん、他

1953- kek9999

新聞資料 KEK関連記事掲載新聞 1985- kek0000

KEK関連記事が掲載されている雑誌・書籍等 日経サイエンス、他 順次 kek4444

KEKで作成されたノベルティグッズ、物品等 KEKで作成されたグッズ等（キーホルダー、Tシャツ、バッグ） 順次 kek6666

KEKとして歴史的価値があると思われる機器または物
品等

50GeV e-e+衝突 1986年11月19日 （TRISTAN寄書）、VENUS銘板、東京大学 理学部付属 中間
子科学実驗施設（木製看板） 、文部省 高エネルギー加速器研究機構 田無分室 （木製看板）、高
エネルギー物理学研究所 （木製看板）、イオンチェンバー本体（専用ケース収納）、他

順次 kek7777

高エネルギー
加速器研究機

構（KEK）

KEK広報等で
記録された写
真、動画等

機器・物品資料

航空写真

総務課に保管されていた写真資料

広報室に保管されていた物品資料

教育・イベント
関連

刊行物、新聞等
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KEK 12GeV 陽子シンクロトロン 35年史関連資料 KEK 12GeV 陽子シンクロトロン その35年の軌跡 シンポジウム及び記念誌関連資料 2005-2006 kek0074

陽子シンクロトロン 東カウンターホール倉庫保管資料 kek0088

陽子シンクロトロン 建設の記録資料 kek0089

陽子シンクロトロン 東カウンターホールビームチャネル
資料

kek0098

陽子シンクロトロン 図面 kek0142

陽子シンクロトロン 主リング電源棟資料

ログブック No.1～17（1975～2012年）、主リング電源図面 DCフィルタ用アクトル原図、1974～1975
年 電源制御計算機 H350プログラム、H-350制御回路、1970年代 建設時 仕様書 図面、打合せ
資料、点検資料、契約資料、12GeV PS 完成図、他

1975-2012
末野毅、佐藤皓、大
木

kek0172

陽子シンクロトロン 建設記録及び運転資料
陽子シンクロトロン 建設記録 図面 運転記録 スタディ報告書 他

1974-2008
佐藤皓、高山健、高
野進

kek0195

陽子シンクロトロンを使った実験のログブック PS Log Book （実験No：E90、E132、E133、E157), Analysis Note 1983-1992 石元茂、鈴木祥仁 kek0238

陽子シンクロトロン E-10実験ノート K-Decay RUN NOTE 1979-1980 菊谷英司 kek0242

泡箱実験記録 KEK 1m 水素泡箱写真  東北大実験ネガサンプル  他 1977-1979 佐藤任弘 kek0081

泡箱写真フィルム資料リスト ＫＥＫ１ｍ泡箱写真フィルムの保管資料のリスト 1977-1979
佐藤任弘、氏家宣
彦、吉見弘道

kek0144

水素泡箱（KEK１ｍ）実験資料 KEK １ｍ水素泡箱の実験記録資料 1976-1985
佐藤任弘、氏家宣
彦、吉見弘道

kek0149

GARGAMELLE 泡箱フィルム GARGAMELLE 泡箱フィルム 2巻 1974 荒岡修 kek0211

トリスタン関係資料 菊谷英司 kek0069

トリスタン加速器主リングおよび入射リング、実験棟図面 kek0141

トリスタン建設記録映像 16mmオープンリールテープ kek0170

T-PAC アルバム 1983-1985 T-PAC写真アルバム、富士実験室天井クレーン取扱説明書、トリスタン物理実験委員会資料 1983-1985 kek0128

VENUS測定器建設写真アルバム kek0129

AMY資料 Online Run Summary、 AMY Note、 Central EM calorimeter log、写真 アルバム 1982-2005 堺井義秀 kek0165

計算科学センター記録資料 計算機専門委員会、計算機システム審議委員会、共通研究系計算機システム運用委員会、他 1972-1996 kek0025

計算機関連  トリスタン計算機資料、データ処理センター初期アルバム、他 1972-1987 kek0076

計算科学センター資料 写真 スライド 他 kek0188

トリスタン計算機 FACOM-TRISTAN MEETING NOTE 1～5、 トリスタン計算機資料 1983-1992 kek0075

計算科学センター関連スライド 1970～1980年代と思われる計算科学センターで使用されてた古い計算機のスライド（箱入り28枚） 1970-1980 kek0251

加速器研究系刊行物 加速器科学研究発表会報告書、高エネルギー物理学研究所将来計画検討資料
木村嘉孝、佐藤康
太郎

kek0102

加速器研究系資料
加速器事務室近くの書架にあった資料。蔵書、プレプリントのコピ-、写真、スライド（素研、コックク
ロフト加速器、KEK建設記録、クラブハウス、KEK10周年記念式典、トリスタン建設記録、他）

1928-2009 加速器研究系 kek0024

KEKBコントロール棟からの写真パネル等資料 写真パネル等 岩崎 kek0198

KEKB関連（映像・出版物）寄託資料 KEKB建設関連の映像ビデオテープおよび関連記事掲載の科学雑誌 1998-2004 生出勝宣 kek0200

Belle実験関係資料
Belle実験関係資料を収集 1999年より実験開始し2010年6月30日に実験終了。タスクフォースレ
ポート （1989-1997) 実験ログノート (No.1-208) 安全シフト記録 KCGミーティング記録

1988-2010 堺井義秀 kek0109

Bファクトリー建設関連資料
KEKB 担当者打合、B-Factory Workshop、B-Factory 関連新聞・雑誌記事、AR collider化作業記
録、他

1985-2010 菊谷英司 kek0185

KEKB関連（映像・出版物）寄託資料 KEKB建設の記録・KEKB建設の記録（映像）、科学雑誌サイアス （B-ファクトリー特集号） 1998-2004 生出勝宣 kek0200

物理第三系主幹室資料 物理第三系主幹室 kek0104

素核研事務室寄贈資料 素粒子原子核研究所 kek0138

素核研関連理事室資料 KEK理事室からの資料。 Belleの前での集合パネル写真。書簡等 kek0162

素粒子原子核研究所旧第3系第4系関連資料 大強度陽子加速器計画関連資料 他 素粒子原子核研究所 kek0173

KEK理論部の歴史を語る会
平成26年8月2日に行われた「KEK理論部の歴史を語る会」 講演内容（素粒子論研究 電子版 Vol
.21 (2015) No. 1より）および写真

2014 理論センター kek0227

高エネルギー
加速器研究機
構（KEK）

水素泡箱測定
器関連（Bubble
Chamber）

トリスタン
(TRISTAN)実験
関連

KEK研究施
設、実験グ
ループ関連

陽子シンクロト
ロ ン関連
(Proton
Synchrotron)

計算科学セン
ター関連

計算科学センター
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安達利一氏資料 KEK陽子加速器の軌跡、IEEE Technology Update Series、Malaysia 等の書籍 安達利一 kek0243

石井孝信氏資料 石井孝信 kek0239

石川隆氏資料
原子核三者若手第26回夏の学校講義録、装置を中心としたβ-γ短期研究会報告、高エネル
ギー核反応解析スペクトロメーターシステム、他 1967-1980 石川隆 kek0133

石丸肇氏資料
石丸肇氏亡き後ご遺族と資料を整理し金澤氏の居室にて保管されていた資料。主に石丸氏宛て
の手紙・書簡、講演・執筆等の活動記録、 講演に使用したスライド、写真、 他 1976-1990 金澤健一 kek0186

入江敦子氏資料 外付けHDD。広報業務で撮影した写真等。 入江敦子 kek0222

上原貞治氏資料 VENUS、TRISTAN RUNノート用スタンプ 1986 上原貞治 kek0244

氏家宣彦氏資料
TOPAZ Note、KEK1m水素泡箱図面、加速器の話、物理専門委員会議事要録、 SSC-IV: TDR 中
止、他

1967-2002 氏家宣彦 kek0078

内山冨美代氏資料
KEK particle data group の形成と70年代の役割、KEK-PDGの歴史調査報告、総研大プロジェクト
オーラルヒストリー関連資料 他 1967-2007 総合研究大学院大学 kek0237

海野義信氏資料
TRISTAN e+e-衝突型加速器用実験設備VENUS測定器の液体アルゴンエンドキャップ電磁カロ
リーメータ建設に係る、請負業者との打合せ資料、建設時の記録、完成図書等 1961-1994 海野義信 kek0236

遠藤康夫氏資料 遠藤康夫氏（東北大学名誉教授）。中性子関連資料 1966-1980 遠藤康夫 kek0147

遠藤有聲氏資料 高エネルギー同好会通信 （68-1～69-8） 1968-1969 遠藤有聲 kek0160

生出勝宣氏資料 加速器科学研究会、TRISTAN-ⅡMeeting、日本学術会議・物理・素粒子原子核分科会、他 1990-2014 生出勝宣 kek0203

SSC関連の資料 1986-2003 kek0014

KEK研究交流推進室関連資料。KEK関連の写真及びネガ（大須賀氏撮影）、KEK関連刊行物、
ICFA meeting 、高エネルギー物理学国際会議 ICHEP資料、他 1980-2009 kek0093

SSC関連、Stephen Hawking等映像資料（VHS、8ミリビデオテープ） 1984-2004 kek0092

岡田安弘氏資料
米科学技術協力実施取極調印式、来賓来所記録、ブースターシンクロトロン利用施設 BSTR ビー
ム 2×1210ppp 達成、DC separator 基礎テスト用、第1回 駅伝大会、スライド、写真、他

岡田安弘 kek0135

奥野英城氏資料 イオンチェンバー本体および16mmフィルム手動カメラ 奥野英城 kek0136

押久保智子氏資料 東京大学原子核研究所 職員組合新聞 No.1～40 （製本済資料） 1956-1964 押久保智子 kek0167

小柳津氏資料 技術報告書集 東京大学原子核研究所時代 技術部関係 （8ミリビデオテープ、カセットテープ） 小柳津 kek0134

小柳義夫氏資料 KEKにおけるPDG活動記録資料（1973～1981）、KEK計算機委員会（1971～1985）、他 1971-1985 小柳義夫 kek0130

Tom Broｗder(Hawaii Univ.)氏より。 S.Olsen氏資料
Tom Broｗder、高橋
嘉右

kek0150

AMY実験の spokesperson であった Stephan Olsen氏(当時ロチェスター大学、現ソウル国立大学）
がKEK滞在時に作成、使用、保管していたAMY実験関連の資料 1983-1994 堺井義秀 kek0196

加藤和明氏資料
素粒子研究所準備委員会、素研PS計画と素粒子物理、放射線管理、大型ハドロン計画と新研究
所設立構想、他 加藤和明 kek0041

金澤健一氏資料 SSC、CESR-B、PEP-II、SLS Teil、BESSY II、他 1976-1997 金澤健一 kek0216

亀井亨氏資料

泡箱運転、素研準備室、高エネルギー加速器研究機構発足式典等の映像資料（VHS、16ミリフィ
ルム）、12BeV陽子シンクロトロンの軌道解析、素粒子研究所準備研究総合報告、40GeV陽子シン
クロトロン、加速器専門部会ニュース資料、他

1957-2003 庶務課 kek0065

川合将義氏資料

KENSターゲット、材料開発、材料検討委員会 Nアレナ検討会、Ta被膜のW板製作 R＆D、Ta被覆
Wターゲットブロック穴加工試験体の試験検査成績書、照射済試料の輸送記録、ヘリウム・水素ガ
ス分析結果報告書、他

1997-2003 川合将義 kek0171

川上宏金氏資料
ニュートリノ質量測定のデータ、田無の空芯β線分析器を作成して行った ３Hのニュートリノ質量測
定データ、INS空芯スペクトロメーターを使った実験の論文集、INS Neutrino Mass Experiment(写
真）、他

1934-2004 川上宏金 kek0177

川久保忠通氏資料
KEK-PSリング特性 加速器講義集、セプタムマグネットシステム関係、キッカーシステム、PS運転関
係、英国SNS（ISIS）関係、他 1963-2006 川久保忠通 kek0067

再建京大サイクロトロン関係資料、荒勝研関連 化研要覧抜粋資料、京大化研講演集、家入孝夫
氏資料、法人化推進委員会資料、機構人事タスクフォース資料、所長・機構長懇談会資料、自己
評価委員会資料、情報セキュリティー管理部会、機構評価 大学評価委員会、KEK関連パンフレッ
ト等、アーカイブズ関連資料、Hewlett Packard 社製 HP-16C 電卓、他

1940-2016 kek0103

菊谷英司氏撮影の写真、ネガ等 (装置、研究会、加速器完成記念パーティー、他) 1983-1989 kek0214

菊池健氏が副所長時代の資料。日米評価委員会、Proceedings、他 菊池健 kek0034

PROGRESS OF THEORETICAL PHYSICS、素研準備調査委員会、素粒子研究所の計画、他
木村嘉孝、佐藤康
太郎

kek0099

北垣敏男氏資料

東北40MeV電子シンクロトロンの建設、原子核研究所の1.3GeV電子シンクロトロン、素研準備調査
委員会（SJC）時代、研究所規模1/4縮小案の前後、素研準備委員会の解散とその責任、原子核
特別委員会（核特委）、泡箱物理の発足、他

北垣敏男 kek0116

吉見弘道氏資料

主に史料室関連資料。CERNアーカイブズ・オフィス視察報告、総研大プロジェクト 研究会「KEK初
めの十年」メモ、核研 集合写真 人物氏名メモ、B-ファクトリー関連資料、水素泡箱本体強度計
算、工事写真 電子陽電子入射器棟実験室改修工事、他

1961-2010 吉見弘道 kek0220

木原元央氏資料 大型ハドロン計画関連資料、PF計画資料、放射光総合研究所設立趣意書、他 1972-2001 木原元央 kek0108

木村誠宏氏資料
笠木絵津子氏（現代美術家）が撮影したトリスタン・ビームパイプ内部写真をパネル装丁したもの、
筑波実験室にTOPAZ用超伝導ソレノイド磁石が最初に搬入された際の写真、電子・陽電子衝突反
応粒子検出器用薄肉超電導電磁石完成図書

木村誠宏 kek0252

木村嘉孝氏資料 菊池健氏から引継いだ写真、フィルム、アルバム、スライド等 1962-1994 木村嘉孝 kek0009

久寿米木朝雄氏資料
実験企画調整室、トリスタン連絡会メモ、ビームチャンネル系制御装置増強図面、超伝導双極偏向
電磁石SD430完成図書、他 久寿米木朝雄 kek0097

KEKB加速器ミニワークショップ、PEP-Ⅱ、Super KEKB project 、他 kek0086

打合せメモノート（QCS打合、 Bファクトリー検討会、トリスタン連絡会、加速器主幹打合、KEKB担
当者打合、他）、トリスタン蓄積リング制御システム、四極電磁石及び六極電磁石資料 1950-2004 kek0156

小林正明氏資料 1970年代のKEKサマースクール開催準備、決算等資料 1975-1979
小林正明、長島順
清

kek0233

小沼通二氏資料
民主主義科学者協会物理部会編集、速報 No.1（1952年）～No.2（1954年）、文教委員会8号
（1971年）、他

1952-1971 小沼通二 kek0119

研究者からの寄贈・寄託資
料      （あ～こ）

黒川眞一

大須賀鬨雄氏資料

Stephan Olsen氏資料

菊谷英司氏資料

黒川眞一氏資料

菊池健氏資料

大須賀鬨雄

菊谷英司
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齋藤直人氏資料 齋藤氏居室から受入た資料 齋藤直人 kek0221

堺井義秀氏資料 TRISTAN RUN打合せ、KEK TOPICAL Conference 1989、BS、広報委員会、図書・出版委員会 1978-2017 堺井義秀 kek0246

坂部知平氏資料

世界最初のイメージングプレートの回折像。ω-amino acid : pyruvate aminotransferase（ω-アミノ
酸-ピルビン酸アミノ基転移酵素）の回折像．当時，医療用として開発されたイメージングプレートを
富士フィルムより借りて回折データを取り，富士フィルムに持ち込んで読み取ったデータ（tiff、jpeg）
関連するKEKのWeb記事の記録

1985 坂部知平 kek0154

佐々木泰三氏資料 DESYのプレプリント Synchrotron Radiation 関連 1970-1987 佐々木泰三 kek0028

佐々木寛氏資料 加速器、電磁石等関連 佐々木寛 kek0048

佐藤康太郎氏資料
日米高エネルギー加速器科学セミナー、加速器部会、高エネルギー研準備委員会、FLIP COIL
関係図面、PS用実物大モデル電磁石図面、PS磁石のR&D、他　（小島融三氏、西川哲治氏資料
含）

佐藤康太郎 kek0111

佐藤任弘氏資料 KEK1m水素泡箱 DCセパレーター 写真 佐藤任弘 kek0122

佐藤皓氏資料 日本の素粒子研究所について 1968年7月 山口嘉夫 1968 佐藤皓 kek0223

J-PARCの柴田氏居室から受入た資料 1967-2012 kek0164

変更許可申請書、RIクリアランスレベル検討委員会、放射線安全審議委員会、核融合専門委員
会、常温核融合、原子力安全委員会、主幹会議、日本学術会議、核燃料物質の調査及び管理に
関する説明会、防災・防火訓練、他

1969-2003 kek0176

清水韶光氏資料
放射線影響研究機関協議会、放医研NEWS、原爆、放射線被害に関する図書、新聞記事、論文
のコピー等

1988-2009
安藤正人（学習院大
学）

kek0234

末野毅氏資料 高エネルギー物理学研究所泡箱実験室等新営その他工事、技術部構想整理メモ、他 1974-1977 末野毅 kek0205

機構長室から移管し史料室で管理 kek0008

日米協力、ICFA、大強度陽子加速器施設整備年次計画、他 1979-2003 kek0047

菅原寛孝氏資料 kek0231

KEK水素泡箱実験フィルム（6GeV π- p、4GeV p bar p）および写真 1979 kek0226

KEKB建設の記録、KEKB電磁石搬出開始式、Super KEKB LER偏向電磁石据付（1号機）、トリス
タンKEKB建設写真、TOPAZ測定器写真。 1999-2012 kek0249

KEK史料室長在任中（2007～2011年）の アーカイブズ関連資料 他、共同利用機関の歴史とアー
カイブズ、「KEK最初の十年」研究会、サマーチャレンジ関連資料、カウンター実験ホール図面、原
子核研究 Vol.42 No.3-Vol.59 No.2、原子核研究事務局関連資料、核研OB会資料、KPK News
Letter、科学と技術の広場（No.1-5、No.100（最終号））、他

1967-2013 kek0206

International Conference on Nuclear Structure 1967 資料 坂井光夫氏から受け継いだ資料。日本
で最初に行われた原子核物理学国際会議の資料（第2回目INPC 2007。下記資料群）。会期：
1967年9月7日～1967年9月13日、会場：東京プリンスホテル、録音記録された磁気テープ、国際
会議準備関連資料（1962～1968年）を製本したもの

1962-1968 kek0090

International Nuclear Physics Conference （INPC） 2007 運営関係、組織委員会資料。日本で2回
目に行われた原子核物理学国際会議の資料。第1回目はInternational Conference on Nuclear
Structure 1967（資料群：kek0090、上記資料群） 。中井浩二先生退職記念事業関連資料。

1995-2008 kek0250

図面資料 kek0197

PSカウンターホールで田井野氏が管理していた資料。ハドロン実験室・設備サブグループ打合、J-
PARC リーダー会議、JHP施設計画検討委員会、カウンターホール警備報告、PS地区安全見回り
記録表 写真および確認事項、電力関係使用計画書、放射線安全審議会、他

kek0071

高岩義信氏資料
SSC関連、トリスタン計算機技術検討会、AMY Meeting、SDCミーティング資料、KEKトリスタン・富
士通例会資料、他 1984-1996 高岩義信 kek0077

高木修二氏資料

日本学術会議原子核特別委員会資料、湯川記念館 基礎物理学研究所 その他関連事項年表、
素粒子研究所準備調査委員会 素研測定器シンポジウム報告 加速器測定器合同シンポジウム、
共同利用研究所について 、原子核将来計画の記録、他

1949-1971 高木町、小沼通二 kek0137

日米科学技術協力事業 高エネルギー物理学 評価委員会報告書、大型シュミレーション研究報
告、原子核研究の現状と将来展望、リニアコライダー研究会、BelleⅡ technical design report、
ILC、協定、学術会議 物理学研究連絡委員会  KEK アトラス実験グループ活動評価委員会、
SuperB a high luminosity heavy flavour factory、自己点検・評価報告書、放射光将来計画検討報
告等 (理事室からの資料）

1980-2011 kek0174

VENUS測定器、CP対称性の破れ記念講演会、TELAS PHOTO 1977、他 写真 1977-2001 kek0241

日本物理学会、KEK史料室関連、総研大Archives研究、他 1942-2012 kek0107

高エネルギー日米協力事業30周年記念シンポジウム及び今迄の日米協力事業に関係する資料 1978-2010 kek0148

素研準備調査委員会議事録、原子核特別委員会議事録、中実験室図面、ビームスポット測定画
像フィルム、若手夏の学校、物理学会誌Vol.11-30、宇宙線将来計画シンポジウム、他 1956-1979 kek0096

トリスタン建設写真資料、π1実験資料等、HADRON 1987写真 1974-1992 kek0240

超電導電磁石開発製作関係資料 1972-2001 kek0132

π1ビームライン用超電導2極電磁石SD430の冷却励磁試験記録、超電導電磁石の開発関係資料
（QCS Magnet、KEKB SCM、LHC） kek0126

ILCクライオモジュール、Nb3Snマグネット関連資料、Linear Collider Cryostat、KEKB SC Magnet
製作過程の写真、Nb3Sn線材、ILC Main Linac Quadrupole等 1980-2014 kek0245

土井義城氏資料 写真 スライド等 kek0168

徳本修一氏資料

主に会議資料（主幹会議、連絡運営会議、目標計画・人事検討タスクフォース、表彰選考委員会、
人事・給与システム導入検討ワーキンググループ、 技術部検討タスクフォース、法人化準備委員
会等）、阿部勇氏資料（主幹会議、大学共同利用機関所長懇談会、技官の独法化に関する検討
会、PCaPAC 1996、HEACC2001、広報委員会 eclipse ミーティングメモ 他）

徳本修一 kek0153

戸塚洋二氏資料 戸塚氏と立花隆氏の対談記事（雑誌記事、コピー） 2008 kek0101

研究活動と評価、我が国における研究評価上手法の総合的研究、日米科学技術協力事業、研究
評価WG、国際会議、博士論文、原子核専門委員会、他 1966-2006 kek0070

博士論文、書籍、Proceedings、他 1955-2006 kek0157

中川秀利氏資料 中川秀利 kek0215

TOPAZ-TPC、PS-PAC、加速器部会 総研大素核専攻設置関連 科学技術学術審議会学術分科
会 大学共同利用機関の法人化 J-PARCの運営及び運営体制検討会 1983-2006 kek0066

第5回科学技術庁技術予測調査、PS関連プレプリント、原子核・素粒子物理の現状と将来 1985 東
京大学原子核研究所 創立30周年記念、東京大学原子核研究所 創立40周年記念誌、外部評価
の実施状況について、KEK PS共同利用実験 点検 評価について、E248実験 通称AIDAについて
陽子加速器共同利用実験審査委員会、PS実験外部評価報告書 2001年1月22日 PS外部評価委
員会、KEK 12GeV PS external review、KEK PS External review 2008、陽子加速器研究施設評価
委員会、共同利用実験一覧、他

kek0155

中村衆氏資料

久保忠志氏から受け継いだ資料および末野毅氏が撮影した写真。12GeV陽子シンクロトロン運転
レポート等、トリスタン トンネル建設写真、PS Study Report、Accelerator Weekly Report、PS Run
Summary、Operation Bulletin、Failure Report、Accelerator study note、TRISTAN Study report、ト
リスタン建設資料 TRISTAN Design Note、B-Factory Report、Maintenance Report

1978-2006 中村衆 kek0247

研究者からの寄贈・寄託資
料  （さ～な）

中村健蔵氏資料

中井浩二氏資料

柴田徳思氏資料

菅原寛孝氏資料

田井野光彦氏資料

高橋嘉右氏資料

高松邦夫氏資料

土屋清澄氏資料

菅原龍平氏資料

高崎史彦氏資料

菅原寛孝

柴田徳思

中村健蔵

中井浩二

土屋清澄

関本美知子氏資料

高松邦夫

高橋嘉右

高崎史彦

田井野光彦

菅原龍平

関本美知子、坂井
光夫
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KEK史料室所蔵資料　資料群一覧

  資料目録検索 （高エネルギー加速器研究機構アーカイブズデータベース）
       * 右のURLから資料目録の検索ができます。ご利用ください。

西川哲治特別顧問室資料。 kek0010

東京理科大学長室からの資料。 1959-1999 kek0011

西川哲治邸から。黒川眞一氏選定のスライド kek0012

ＳＳＣ関連、論文（和文・英文）、クリスマスカード、写真、他 kek0062

加速器関係資料。PHYSICAL REVIEW A、REVIEW OF MODERN PHYSICS、プレプリントコ
ピー、素粒子研究所の計画報告書、素研設立資料、他 1958-1992 kek0087

高エネルギー加速器国際会議、西川先生関係の図書リスト、加速器科学研究発表会、The second
meeting of the US/JAPAN committee on high energy physics（写真）、他 1924-1989 kek0143

ご自宅から受入れた資料。ご家族の了承をいただいたものに限り受入。 kek0161

大学における物理学研究に関する問題点とその緊急な対策、物理科学綜合研究所案 討議資料、
宇宙空間物理学将来計画 第2回シンポジウム、他

1961-1996 kek0030

原子核研究将来計画資料、高エネルギー将来計画シンポジウム議事録、原子核特別委員会議事
要録、関西原子核研究所（仮称）設立趣意書（案）、電子シンクロトロン実験計画委員会資料、他

1960-2005 kek0184

伴秀一氏資料 1973 伴秀一 kek0201

広瀬立成氏資料
広瀬立成氏（東京都立大学名誉教授）へオーラルヒストリーインタビューを行った際に準備した資
料

kek0158

平林洋美氏資料 電気学会論文誌、BNL Muon g-2 Note、ICFA Seminar、他 1986-1996 平林洋美 kek0121

平山英夫氏資料
法人化推進委員会、法人像検討部会、財務会計、人事関係、組織検討ワーキンググループ タス
クフォース、法人発足記念式典、学術審議会、学術研究推進部会 平山英夫 kek0163

福来正孝氏資料
高エネルギー研 理論部セミナー（1974～1983）、素粒子研コロキウム（1973～1974）、東大素粒子
研コロキウム（1970～1972） Seminar at RIFP(or Kyoto Univ.) 他 （直筆セミナーノート）、写真デー
タ

1970-1997 福来正孝 kek0229

古屋貴章氏資料
KEKの超伝導空洞開発の歴史に関する資料。C-Band空洞、トリスタン空洞、KEKB空洞、ｃERL空
洞の設計資料及び図面、建設資料。 1969-2014 古屋貴章 kek0232

前澤秀樹氏資料 RCA光電子増倍管とその時の実験ノート。実験終了後に安見真次郎氏から預かっていたもの 1979-1996 前澤秀樹 kek0166

桝本和義氏資料 放射線科学センターの活動 1971～1996年、2004～2006年（冊子） 他 1971-2006 桝本和義 kek0217

松下正氏資料 PF外部評価、PF将来計画、三者検討会議、自己評価委、PAC、物構研運協、他 1977-2006 松下正 kek0095

三浦功氏資料

原子核将来計画研究体制討議 日本の素粒子研究所について 素粒子研究所準備研究総合報告
40GeV陽子シンクロトロン 素粒子研究所の計画 陽子シンクロトロン基礎研究の報告 素研測定器
シンポジウム報告書 ECFA Utilization studies for a 300GeV proton synchrotron

1964-1971 三浦功 kek0064

三浦靖子氏資料 計算機科学センター 計算機写真、フロッピーディスク、史料室在任時資料等 三浦靖子 kek0235

ネットワーク委員会、共通研究施設法人化問題WG、独立行政法人化検討WG 、EK・DEC・理経・
FORE ATMミーティング、LAN upgrade 検討部会、機構内ネットワークを見直す検討部会、
HSDCG ミーティング、HEPnet J userミーティング、DECUS シンポジウム創立35周年記念、広報室
関連（生涯学習事業実施検討委員会、公開講座実施検討部会、高校生等実習受入検討部会、外
部機関主催事業への参加検討部会、スーパーサイエンススクール、つくば科学フェスティバル、公
開講座実施委員会、サマーチャレンジ、サイエンスカフェ、他）

1989-2009 kek0094

2007年度 Annual Report編集委員会資料。 レイアウト大幅改訂のプロセス 編集の記録 2007-2009 kek0100

情報セキュリティ管理部会、Security WG、SDC資料、広報室関連資料、一般公開企画委、Web-
WG、他

1976-2012 kek0189

安芳次氏資料

ハードウェア（FASTBUS Processor interface for VAX/VMS、 FASTBUS cable segment for
68K/OS9、 データ収集用読み出しケーブル、  VAX-11/780計算機用スイッチパネル）、文書
（FASTBUS Processor interfaceソフトウェア資料、FASTBUS cable segment資料、VENUS実験グ
ループエレキハットレイアウト、VENUS実験初のバーバーイベントディスプレー、弁慶電磁石図面）

1979-1986 安芳次 kek0127

安見真次郎氏資料
15th workshop on ｍνe、ｍνe λN/λM実験ニュートリノグループログノート、Heidelberg Int.
Symp、mνe第2論文、mνe-PF実験データ解析、HEP 83、書籍、他 1902-2000 安見泰子 kek0091

山口省太郎氏資料
主に蔵書。Meson and fields、高周波回路理論大要、岩波講座現代物理学、Proceedings of the 3
annual rochester conference on high energy physic、他 1946-1981 杉本章二郎 kek0068

核特委、SJC 素粒子研究所綜合報告、素粒子専門委員会、KKJ、原子核国際会議、菊池先生宛
来診、他

1953-1985 山口嘉夫 kek0021

ICFA関連 1972-1998 山口嘉夫、山田作衛 kek0022

IUPAP委員として関わった時の資料 1948-1997
日本物理学会 資料整
理委員会

kek0023

CERN SPC メンバーの時の資料 山口嘉夫 kek0050

J.J.Sakurai Prize設立にかかわる資料、外国の研究者とのやり取り、他 1958-1999 山口嘉夫 kek0055

理化学研究所にあった山口氏資料。CERN Courier No.1～、CERN Annual report、講義
transparency、他

1907-2003
山口嘉夫、橋本幸
士

kek0182

主にICFA関連資料。ICFA Beam dynamics news letter、ICFA seminar on future perspectives in
high energy physics、他 1987-2000 kek0051

東京大学原子核研究所（核研）時代の資料。核研とKEKの大型ハドロン計画立案、合併時の準備
資料

kek0178

山本明氏資料
LHC、BESS、ATLAS、ATC、PCMAG等を記録したアルバム写真およびそのネガフィルム、VHSビ
デオテープ等 1988-2001 山本明 kek0179

和気正芳氏資料

主にVENUS Magnet製作に関連した資料。VENUS超伝導ソレノイド電磁石打合せ、VENUS超伝導
ソレノイド電磁石図面集、VENUS製作記録写真、VENUS Magnet増設申請書、他 和気正芳 kek0152

研究者からの寄贈・寄託資
料  （に～わ）

森田洋平氏資料

山田作衛氏資料

山口嘉夫氏資料

西村純氏資料

西川哲治氏資料

山田作衛

森田洋平

西村純

西川哲治
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