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　高エネルギー加速器研究機構、KEK は今年創立 50 周年を迎えました。KEK の前身である高エネルギー物
理学研究所は東大の附置研究所であった原子核研究所を母体として 1971 年に大学共同利用研究所の第一号
として誕生し、以来半世紀にわたって大学の研究者とともに加速器を使った素粒子物理学から物質構造科学
まで幅広い科学の発展を担ってきました。2004 年度からは法人化され、そのあり方は大きく変化しましたが
大学共同利用の考え方は KEK の存在意義の根幹としてその歴史を貫いてきました。この大学共同利用のあ
り方も多くの大学共同利用研が生まれるにつれて変化してきましたが、その中で、KEK は粒子加速器の性能
向上を図り、それによって大学の研究者と共に新しい科学を生み出すという道を一貫して歩み続けて来まし
た。時代の変化の中で半世紀にわたって大学共同利用研としての役割を果たし続けることができたのは、こ
のような仕組みが、真に学術研究にとって有用なものであり、研究成果を生み出すことに有効に機能するも
のであったからにほかなりません。半世紀前に大学共同利用の理想を掲げて KEK を創立した大先輩の皆さ
んの高い見識と努力にあらためて深い尊敬の念を禁じ得ません。また、この間、支援を続けてくださった大
学や文部科学省（文部省）の関係者をはじめとした多くの方々に深く感謝申し上げたいと思います。

　KEK は 50 年の長きにわたって大学共同利用の理念を掲げて大学の研究者とともに科学の発展に尽くして
きましたが、次の半世紀にわたって KEK が掲げるべき理想とは何なのでしょうか。大学共同利用の理念は
少しも色褪せていないものの、研究の大型化と国際化の進行とともにそのあり方は大きく様変わりしていま
す。研究機関に対する社会の要請も大きく変化しつつあります。日本の経済情勢も右肩上がりが当然という
時代はとうに過ぎました。次の時代に KEK が高い存在意義を持ち続け、さらに大学とともに多くの分野の
学術研究を担い、日本の研究レベルの向上・維持に貢献するためには KEK はどう変わらなければならない
のでしょうか。半世紀の節目にあたって今こそ大先輩諸氏から受け継いだ財産を超えた知恵が求められてい
ると考えます。自然や物質の最も基本的な姿を明らかにしようとする基礎科学研究は人類の営みの中でも最
も崇高なものであると信じながら、すべての職員や共同利用研究者とともにこの問いに向き合い、次の半世
紀を切り拓いて行きたいと考えています。

KEK
50周年を

迎えて

山内 正則機構長　

大学共同利用機関法人
高エネルギー加速器研究機構
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第一回評議員の会議に伴う委員による現場視察（1971年11月） 12 GeV陽子加速器での8 GeV加速成功を祝う会（1976年3月4日）

KEK主要部空撮（1975年5月）２号館建設（1974年）１号館建設（1972年）

陽子加速器完成記念式兼開所式（1976年4月） 高エネルギー物理学分野での日米協力、第一回委員会
（SLAC, 1979）

フォトンファクトリー建設の様子（電子線
形加速器と光源リング　1978年4月撮影）

完成当時の12 GeV陽子加速器主リング
（1976年3月）

素研準備室から1971年11月にKEKに移設された
コッククロフト・ウォルトン加速器

写真で見るKEKの歴史
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KEK創立10周年式典およびトリスタン入射蓄積リング起工式
（1981年11月）

完成まもないフォトンファクトリーを視察する
フランスのミッテラン大統領（1982年4月当時）

第一回芸術祭（1979年11月） ブースター利用施設における世界初の核破砕
パルス中性子実験施設KENSの完成

（1980年6月18日）

ブースター利用施設における
パルスミューオン発生成功

（1980年7月17日）

研究本館建設（1978年） 12 GeV 陽子加速器による実験装置
（1970年代後期、カウンター実験ホールにて）

カウンター実験ホール内、K2ビーム
ライン（1970年代後期）

フォトンファクトリー、X線ビームライン
の調整風景（1981年5月）

完成した頃のトリスタン衝突型加速器（1986年） トリスタン実験での初イベント観測を祝う
パーティーでの寄せ書き風景

（1986年11月19日）

写真で見るKEKの歴史
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トリスタン実験用AMY測定器と研究者達
（1986年11月）

ほぼ完成したトリスタン実験用
TOPAZ測定器（1986年9月）

日米協力の実験のために超電導ソレノイドを
Fermilabに空輸する直前（1984年７月16日）

「総研大開学記念の日」で講演する
初代学長の長倉三郎氏（1989年4月24日）

３号館建設（1989年）

真空封止型アンジュレータの実験に成
功（1990年）

KEKが日本で最初に「ホームページ」
を発信（1992年9月30日）した時の

コンピュータ

工作センター（現機械工学センター）で行われて
いた催し「鞴祭り」（1993年11月）

管理部（＋施設部）の「仕事始め」の集合写真
（1996年1月4日）

CERN LHCのアトラス用ソレノイド励磁成功
（東芝京浜工場、2000年12月26日）

実験直前のBelle測定器と実験メンバー（1999年）

写真で見るKEKの歴史
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八郷町茅葺屋根保存会による、KEK敷地内で
の茅狩作業（2004年）

大型加速器の放射線管理に対して、文科大臣
から「原子力・放射線安全管理功労賞」を受

賞（2005年12月8日）

KEKBで活躍したクラブ空洞（2006年）

4号館建設（2000年） 技術シンポジウム（2000年以降毎年開催、写真は2015年）

KEK創立30周年記念講演会（神田一橋講堂、2003年6月）KEKBの積分ルミノシティ 100/fb達成パーティー（2002年10月）

K2K-II実験開始記念式（2003年4月19日）

完成した頃のKEKB加速器内の富士直
線部（1998年）

KEKB 陽電子リングの電子雲除去用ソレノイド自動
巻線機（2000年）

写真で見るKEKの歴史
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2015年から始まった、研究者等が最先端の研究成果や研究の楽しさを伝える「サ
イエンスカフェ」

2010年から始まった「出前授業」のプロジェクト「キャラバン」
（写真は2010年11月11日の様子）

CERNのLHC用の四極電磁石MQXAの励磁試験
成功（2008年4月）

2008年から利用開始のJ-PARCの物質・生命科
学実験施設（MLF）の実験ホール

2008年に稼働開始したJ-PARCメインリング
のトンネル内の様子

2009年8月、KEKを訪問された天皇、皇后（現上皇、上皇后）両陛下2008年10月、小林誠名誉教授（その後特別栄誉教授）のノーベ
ル物理学賞受賞がきまり、その記者会見の様子

2007年から毎年開催されている大学生や高専生
向けのスクール、サマーチャレンジ

（写真は2011年の様子）

2006年から毎年開催されている高校生向けの
素粒子サイエンスキャンプ、Belle Plus

（写真は2008年の様子）

2005年以来KEKなどの主催で定期的に
開催されている文化活動「科学と音楽の

響宴」（写真は2018年のもの）

写真で見るKEKの歴史
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SuperKEKBでの初衝突で成功を喜ぶBelle IIメンバー
（2018年3月）

大型低温重力波望遠鏡KAGRA観測開始
（2020年2月25日）

トリスタン、KEKBで使用されてきた
1.2 MWクライストロン。国立科学博

物館の「未来技術遺産」に登録された
（2014年9月）

歴代のKEKの理論研究の在籍経験者が一同に会した
「理論部の歴史を語る会」（2014年8月2日）

KEKBのルミノシティ向上に貢献
した歪六極電磁石（2009年）

ILC（国際リニアコライダー）の超極細ビームの研究する施設、ATF2
（2009年）

KEK鈴木機構長（当時）から特別栄誉教授の称号を授かる
アダ・ヨナット氏（2010年3月9日）

世界最高パルスあたり粒子数J-PARC
（MRの高周波加速空洞群）（2020年）

写真で見るKEKの歴史
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年 月 日 事   項
1955 7 1 東京大学原子核研究所設立

1962 5 24 日本学術会議が「原子核研究将来計画の実現について」を政府に勧告

1964 4 東京大学原子核研究所内に「素粒子調査研究所準備調査室」を設置

1970 ＰＳ加速器準備棟建設

1971 4 1 高エネルギー物理学研究所設立　初代所長 諏訪 繁樹

1972 7 19 皇太子殿下 (明仁親王)行啓

1972 １号館建設

1973 2 1 (小林・益川理論発表 )

1974 7 陽子加速器 前段加速器 (コッククロフト・ウォルトン) 750 keV まで加速

1974 8 ２号館建設

1974 11 (J/ψ 粒子の発見 , BNL と SLAC)

1976 3 4 陽子加速器 主リングで 8 GeV 加速に成功

1976 4 24-25 陽子加速器完成記念式典兼開所式並びに第一回一般公開開催

1976 管理棟建設

1977 4 1 西川 哲治 第二代 所長に就任

1977 5 陽子加速器による共同利用実験開始

1977 11 陽子加速器でビームの遅い取り出しに成功

1978 4 (東京大学理学部附属施設として中間子科学実験施設設立)

1978 4 ブースター利用施設設置　放射光実験施設 (PF) 設置

1978 12 研究本館建設

1979 11 11 高エネルギー物理学における日米科学技術協力事業実施取極 (SLACにて調印式)

1980 6 18 KENS 運転開始

1980 6 トリスタン計画推進のための準備室発足

1980 7 ブースター利用施設による共同利用実験開始

1980 10 (ブースター利用施設内に筑波大学粒子線医科学センター発足)

1981 11 17-20 10 周年記念式典およびトリスタン入射蓄積リング起工式

1982 3 放射光実験施設の PFリングで 2.5 GeV 電子蓄積成功

1982 4 17 フランスのミッテラン大統領御来所 , 放射光実験施設を視察

1982 PF 研究棟建設

1983 6 放射光実験施設による共同利用実験開始

1986 11 18 トリスタン実験による初イベント観測

1986 11 24 トリスタン主リングで電子と陽電子を 25.5 GeV まで加速に成功

1987 4 7 トリスタン完成記念式典

1987 5 トリスタンの実験開始

1988 4 (中間子科学実験施設を中間子科学研究センターに改組)

1988 10 (総合研究大学院大学 開学)

1988 11 トリスタン加速器に大規模超伝導空洞を設置しビームエネルギー 30 GeV を達成

1989 4 1 菅原 寛孝 第三代 所長に就任

1989 11 トリスタン最高エネルギー 32 GeV を達成 (当時の e+e- コライダーとして最高エネルギー)

1989 ３号館建設

1990 12 トリスタン入射蓄積リングで真空封止型アンジュレータによるアンジュレータ X 線の発生
に成功

1992 1 31 20 周年記念シンポジウム開催

沿革 ＊KEKの活動に深く関係する事項も括弧に入れて示した



KEK創立 50 周年記念誌 xi

年 月 日 事   項
1992 9 30 日本初のホームページをKEK が発信

1995 5 10 トリスタン実験終了

1995 (トップ・クォーク発見 , Fermilab)

1997 4 1 東京大学原子核研究所・東京大学理学部附属中間子科学研究センター・高エネルギー物理学
研究所を改組・統合、高エネルギー加速器研究機構発足　初代機構長 菅原 寛孝

1998 12 KEKB 加速器運転開始

1999 6 19 K2K 実験で世界最初の長基線ニュートリノ反応を観測

1999 6 B ファクトリーの Belle 実験開始

2000 ４号館建設

2001 3 19 Belle グループ小林益川理論を支持する実験結果を発表

2001 KEK と JAEA の間で大強度陽子加速器施設の運営に関する協力協定を締結

2001 大強度陽子加速器施設建設開始

2001 低速陽電子実験施設専用ライナックで実験再出発

2002 10 (小柴 昌俊 東京大学 名誉教授 ノーベル物理学賞受賞決定)

2003 4 1 戸塚 洋二 第二代 機構長に就任

2003 5 9 KEKB 設計ルミノシティ設計値の 1×1034 に到達

2003 11 14 Belle グループ X(3872) の発見を発表 , この後エキゾチックハドロンがいくつか発見される

2004 4 1 国立大学と共に法人化され「大学共同利用機関法人」となる

2005 4 東海キャンパス設置

2005 12 8 長年の大型加速器の放射線管理実績が評価され 文部科学大臣より原子力・放射線安全管理
功労表彰 受賞

2006 2 17 J-PARC センターを日本原子力研究開発機構と共同で設置

2006 4 1 鈴木 厚人 第三代 機構長に就任

2007 7 J-PARC ハドロン実験ホール完成

2008 4 LHCで KEK開発MQXA四極電磁石が励磁試験成功

2008 10 小林 誠 名誉教授がノーベル物理学賞を受賞決定(CP対称性の破れの起源)

2008 12 23 物質・生命科学実験施設 (MLF) 利用開始

2009 4 J-PARCにおける長基線ニュートリノ振動実験 (T2K 実験) 開始

2009 6 17 KEKB 最高ルミノシティ 2.108×1034 を記録 , これは e+e- の世界最高記録でもある

2009 8 7 天皇、皇后両陛下行幸啓

2010 6 30 KEKB/Belle の運転終了

2011 3 11 東日本大震災により東海キャンパス , つくばキャンパス罹災

2011 放射線科学センタースタッフが原子力発電所からの放射能の測定に貢献

2011 SuperKEKB 加速器建設開始

2012 7 4 (ヒッグス粒子発見)

2013 7 19 T2K 実験 νµ → νe 現象発見発表

2014 9 2 トリスタン・KEKBで使用されてきた 1.2MW高出力クライストロンが国立科学博物館の
「未来技術遺産」として登録された

2015 4 1 山内 正則 第四代 機構長に就任

2015 10 (梶田 隆章 東京大学 教授 ノーベル物理学賞受賞決定)

2019 3 11 SuperKEKB/Belle II フェーズ 3 (本格実験)を開始

2020 2 25 (大型低温重力波望遠鏡 (KAGRA) 連続運転開始)

2020 6 21 SuperKEKB ルミノシティの最高値 2.22×1034 を記録

沿革
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KEKの組織の変遷
KEK 史料室　菊谷 英司

1.	始めに
　この「KEK の組織の歴史」では、KEK が 1972
年（創立の翌年）以来発刊している「要覧」に掲
載された組織図を基本的な資料とし、おおまかに
KEK 内組織の変遷をみてゆく。要覧は「正式に」
つくられた出版物である性格がある。研究組織は
生き物のように活動し、時とともに姿を変えてゆ
く。組織図に載せられた情報は top-down 的に決
まった事項を反映していることは当然であるが、
組織をつくる人々が日々の活動で変化させたもの
を後からオーソライズして掲載することもある。
従って、組織が設立された時期につき、それぞれ
の現場で活動してきた人々の実感と異なることも
あり得る。

2.	KEK 設立以前の状況
　第二次世界大戦後、加速器を用いた素粒子・原
子核の研究分野で、日本は西欧社会に比べて大き
く立ち遅れていた。これは、大戦直後の占領下（1945
年）でこの分野の研究が禁じられていたためであ
る。1951 年にその禁止の状態は解かれたが、立ち
遅れは顕著であり、東大の附置研究所である原子
核研究所（略称「核研」）などを設置してその遅れ
を取り戻そうとしたが、一朝一夕でゆくものでは
なかった。実際、核研で作られるビームエネルギー
は電子の 1.3 GeV が最高で、アメリカやヨーロッ
パの加速器の趨勢から見れば不十分なものであっ
た。
　1962 年（昭和 37 年）、日本学術会議は「原子核
将来計画の実現について」と題する「勧告」を発
して大型の陽子加速器を建設することを促し、こ
の分野の研究の発展を牽引しようとした。1964 年
（昭和 39 年 4 月）に核研の中に「『素粒子物理学研
究所（仮称）』準備調査室」（略称「素研準備室」）
が置かれ、陽子加速器をもつ研究所の準備研究が
行われた。実際にはこの準備時期の議論にも紆余

曲折があり、長い議論の末、陽子を 8 GeV1) まで
加速できるシンクロトロンを建設することを目標
として新研究所を設立するという基本方針が固
まった。

3.	高エネルギー物理学研究所の設立
3-1.	大学附置研でない共同利用研究所の誕生
　上記の背景のもと、1971 年（昭和 46 年）、「高
エネルギー物理学研究所」が「筑波研究学園都市」
の北部に設立された。素研準備室で開発されてい
た装置は新設の研究所に移設された。
　法律の面から見ると、1971 年（昭和 46 年）4 月
1日、「国立学校設置法」2) の改正という形で「高エ
ネルギー物理学研究所」が発足した。国立学校設
置法とは、国が直接設置する学校について定めた
法律であり、その意味では新設された研究所は「学
校（具体的には国立大学）の一種」とも言える位
置付けであったと推測される。そして、この研究
所の研究を職務とする職員は国立大学と同じく「教
官」とよばれる「教育職」の公務員となった。

■	研究所の英語名について
　新しく設置されたこの高エネルギー物理学研究
所 の 英 語 名 は “National Laboratory for High 
Energy Physics” であった。この名称から単純に各
単語の頭文字を取り出して並べると “NLHEP” と
なる。しかし、（この文字の並びは発音しにくいこ
とが原因と推測されるが）日本語の名前からロー
マ字を取り出した “KEK” が略称として使われるよ
うになった。この「KEK」は研究所発行の「月報」
1972 年 2 月号にも掲載され、この研究所の略称と
して認められた。また外国人にとってもこの“KEK”
は親しみやすい印象を与えたようで、国際的にも
この略称で呼ばれるようになっていった。
　この「KEK の組織の変遷」においても、1971 年
に設置された高エネルギー物理学研究所とその後
の高エネルギー加速器研究機構（法人化後も含め）
を一つの流れと捉え、「KEK」で表すことにする。

1)　実際には 12 GeV まで加速できるように準備をしていた。
2)　 この法律は 2004 年（平成 16年）、「国立大学法人法」の成立の時に

廃止された。
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■	「大学共同利用機関」という研究組織の定着
　1971 年の KEK の創立は、法律的な意味でそれ
までになかった形態の研究機関がこの国に出来上
がったことを意味する。その組織形態の研究所が
とにもかくにも活動し始めて約 2 年後までに、
1972 年（昭和 47 年）に「国文学研究資料館」が、
1973 年（昭和 48 年）に「国立極地研究所」が、
やはり国立学校設置法の改正のもと発足した。
1973 年の改正の際、初めてこの法律の条文の中で
「国立大学共同利用機関」という名称が用いられた。
　その後、同じ法律的な基礎の上にいくつかの研
究所が創設または改組設立されていった。1989 年
（平成元年）の国立学校設置法の改正の際、「国立
大学共同利用機関」なる名称から「国立」の文言
が外され、この形態の研究機関が広く公立大学や
私立大学へも門戸を開くことになった。

3-2.	創立のころの KEK の組織
　図 1 に 1972 年発行の「高エネルギー物理学研究
所要覧」に掲載された組織図を転載する。研究に

携わる職員の組織としては「系」の文字がついた「加
速器研究系」、「物理研究系」および「共通研究系」
の三つの組織があり、事務系の組織として「管理部」
が存在した。「研究系」の中は「研究部門」と呼ば
れる小組織から成っていた。また、管理部は三つ
の「課」より成り、「課」はその傘下の合計十の係
から成っていた。
　研究組織は、当然、いわゆる研究者（教育職）
の職員が構成員となっている。しかし、研究組織
の構成員は教育職の人々だけではなく技官と称せ
られる職員（公務員としては行政職）が構成員と
して存在し、両職の職員が協力して研究活動を行っ
ていた。
　事務組織における「部」「課」「係」という組織
階層は、国立大学の事務組織の構造をほぼ踏襲し
ている。ただし、図 1 にある「共同利用係」の名
称をもつ係は大学では通常存在しなかったもので
ある。核研の事務組織の中には同名の係が見られ、
その仕組みを見習った可能性がある。

図 1　発足当初の高エネルギー物理学研究所組織図．設立されて 2 年目の 1972 年に発行された「要覧」から転載．

第 1 章　KEK の組織の変遷
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4.	陽子加速器の完成の頃
4-1.	陽子加速器コンプレックスの完成
　KEK設立から約5年後の1976年（昭和51年）に、
前段加速器（750 keV Cockcroft-Walton 静電型加
速器）、20 MeV 陽子線形加速器（後に 40 MeV に
増強）、500 MeV ブースターシンクロトロン、
12 GeV 主リングからなる、多段式陽子加速器コン
プレックスが完成した。
　KEK が開所式を営んだのは実際に設立された
1971 年ではなく、この 1976 年であった。その開
所式に続き、第一回一般公開が行われたが、この
一般公開は現在（2021 年）も引き続き毎年実施さ
れている。

■	実験企画調整室の設置
　陽子加速器が完成し、共同利用実験への準備が
ほぼ整うとともに「実験企画調整室」が 1977 年（昭
和 52 年）に設置された。この新しい室は、組織図
上は 1972 年の組織図にあった三つの研究組織と並
立するように描かれているが、教官が二人しかい
ない組織で、この後盛んになるであろう共同利用
実験の計画や資源を配分する任務をもっていた。

	4-2.	陽子を用いた実験施設の完成以後
　陽子加速器が完成を見ると、これを用いた共同
利用実験が開始されたことは言うまでもないが、
KEK は素粒子物理学以外の分野の研究へも踏み込
む方向へ進んだ。図 2に 1978 年（昭和 53 年）の「要
覧」に掲載された組織図を示す。ここには「ブー
スター利用施設」と「放射光実験施設」という組
織が追加されている。

4-2-1.		500	MeV	ブースターシンクロトロンから得
られるビームを用いた実験

　12 GeV 陽子加速器コンプレックスの 3 段目の加
速器である 500 MeV ブースターシンクロトロンで
加速されたビームは、4 段目（終段）である主リン
グに送られてさらに加速される。ブースターシン
クロトロンからは毎秒 20 発のパルス状のビームが
発せられるが、そのうち主リングに送られるビー
ムは 9 発だけであった。当初残ったビームはビー
ムダンプと呼ばれる場所に捨てられていた。この

捨てられていた陽子ビームを有効に利用するため
に行われた活動が、中性子を用いた研究、muon
を用いた研究（東大の施設）、陽子線の医学利用（筑
波大の施設）であった。500 MeV 陽子を標的にぶ
つけて発生するさまざまな粒子群の中から、中性
子や muon を抽出してビームとし、物質科学の実
験などに用いた。医学利用では 500 MeV の陽子を
治療に最適なエネルギーまで減速し、患者に照射
する治療が行われた。これらの研究活動を遂行す
る研究組織として、1978年（昭和53年）「ブースター
利用施設」が設置された。この「ブースター利用
施設」は他の研究組織とは異なり、「利用施設」と
いう名称が付けられているが、組織上は他の研究
組織や事務組織である管理部、技術職員の組織で
ある「技術部」（後述）と同列に配置されている。

4-2-2.	放射光加速器の完成
　X 線をプローブとする研究分野では電子の円形
加速器から得られる電磁波（放射光）が非常に有
効であることが認識されていたが、当初は素粒子
実験の加速器から出る光をパラサイト的に利用す
るに止まっていた。放射光の有用性が認識され、
物性研究専用の電子ストレージリング（SOR-RING 
300 MeV）が核研構内で 1975 年（昭和 50 年）に
完成していた。さらに、より大型の放射光加速器
を KEK の中に建設しようという動きがあり、実現
したのが 2.5 GeV 電子ストレージリング（Photon 
Factory）である。このリングは1982年（昭和57年）
3月に電子ビーム蓄積、放射光の観測に成功した。
　また、このストレージリングにビームを供給す
る 2.5 GeV 電子線形加速器も建設された。建設費
から判断すればこのような大規模な線形加速器を
つくることはせず、小型線形加速器とシンクロト
ロンを入射器として使用する方が得策である。し
かし、この後に建設することを計画していた、
TRISTAN 加速器（後述）への入射器の機能を持た
せる意味で 2.5 GeV という大型の線形加速器を建
設することになった。
　この放射光を用いた研究組織は 1978 年（昭和
53 年）に設置され「放射光実験施設」と名付けら
れた （図 2 参照）。その研究施設の中には入射加速
器としての線形加速器を担当する組織（「放射光入

KEK の組織の変遷
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射器研究系」）、実際に放射光を発する電子ストレー
ジリングを担当する組織（「放射光光源研究系」）
の二つからなっていた。その後、1980 年になると
その放射光を用いて実験研究を行う組織（「放射光
測定器研究系」）も発足した。

4-2-3.	技術職員組織
　KEK の組織は大学（特に国立大学）をモデルに
作られた。大学には技官と呼ばれる技術者が存在

するが人数的に教官よりもかなり少なく、講座間
の人的流動もさかんではない。一方 KEK は大きな
実験設備が存在し、技術者集団の担う役割が大学
に比較し格段に大きい。また、研究所内の異なる
研究プロジェクトでも共通の技術を用いることも
多い。そこで各研究組織で閉じずに KEK 全体とし
て技官の組織をつくることが重要であると考えら
れた。その考え方のもとに 1977 年（昭和 52 年）「技
術部」が組織された。図1の組織図には存在しなかっ

図 2　�1978 年度（昭和 53 年度）の高エネルギー加速器研究機構組織図．1978 年に発行された「要覧」に掲
載された組織図から転載．それまで研究組織の数は 3 であったが，実験企画調整室，ブースター利用施設，
放射光実験施設（それまでの括りの外側に書かれている）が新設されている．また，それまで研究組織
の中にいた技官の組織を独自組織とすることで技術部が創設された様子が描かれている．

第 1 章　KEK の組織の変遷
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た技術者集団の組織が、図 2の組織図には「技術部」
として現れている。具体的には、技官はこの技術
部から出向し、各研究系で勤務する形態をとった。
　技術部発足当時、その内部に五つの「課」（「加
速器第一」、「加速器第二」、「測定器」、「特殊設備」、
「工作」）が置かれた。「加速器」の文字を冠した二
つの課は加速器研究系、「測定器」は物理研究系、「特
殊設備」と「工作」は共通研究系に関係付けられる。
その後 KEK の組織が大きくなるに従い、課の数は
増え、2004年（平成 16年）の法人化の前の年度に
は十三の課を数えることになる。

5. トリスタン計画、それによる組織の拡充
5-1.	TRISTAN 加速器の提案と実現
　12 GeV 陽子加速器は第二次世界大戦後の日本の
加速器の歴史の観点からは確かに画期的に高いエ
ネルギーの加速器であった。しかし、これが完成
する 1970 年台中盤はアメリカの「フェルミ国立加
速器研究所」（Fermilab）が数百 GeV の陽子加速
器を建設する時代にあたっている。Fermilab は面
積において KEK の数十倍であり、単純にビームの
エネルギーで競争していては土地の広さ（つまり加
速器の規模）だけで到底競争に打ち勝つわけにはい

かない。そこで、実効的に高いエネルギーが得ら
れる衝突型の加速器を建設することが必要となる。
後に KEK の二代目所長になる西川哲治は、1973
年（昭和 48 年）に衝突型加速器を使った実験計画 
「トリスタン計画」を発表し、KEK の将来像を示し
た。発表当時、まだ 12 GeV 陽子加速器が完成して
いなかった。
　1980 年（昭和 55年）トリスタン計画が認められ
た。トリスタン計画の承認により、加速器や測定
器の建設費の予算が付いただけでなく、大幅な定
員増員も認められた。図 3 に KEK の定員の推移を
表す。この図は 1980 年台初頭の定員の増加を如実
に示している。
　この新しい計画の遂行のため、1982 年「トリス
タン計画推進部」と呼ぶ組織がKEK内に作られた。
トリスタン計画推進部は、その総括者が「総主幹」
と呼ばれ、三つの研究系、「入射リング研究系」、「電
子リング研究系」、「衝突ビーム測定器研究系」が
設置された。
　TRISTAN 加速器とその衝突ビームを用いる測
定器は 1986 年の秋に完成した。出来上がった実験
施設は、放射光施設のために既に建設されていた 
2.5 GeV 電子線形加速器（TRISTAN 加速器のため

図 3　�いわゆる「定員」職員の推移．KEK�が毎年発行している「要覧」からデータをとりグラフ化したもの．KEK�発足時
の急速な定員増加の後，一時定員はほぼ横ばいであった．その後，1980 年台初頭にトリスタン計画が認められたこ
とによる定員増加があったことが見て取れる．1997 年の階段のような増加は機構になり，東大核研などの人員が合
流したためであり，単純に定員が増えたこととは意味が異なる．

KEK の組織の変遷
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に大幅な拡張工事を行った）、8 GeV 入射蓄積リン
グ（AR）、及び衝突実験を行う主リング（周長約
3020 メートル）からなっていた。

5-2.	TRISTAN 加速器完成後の組織改編
　1987 年度（昭和 62 年）に、TRISTAN 加速器と
測定器からなる実験体制が整ったことを契機に、
トリスタン計画推進部を解消し、その構成員は研
究課題に合わせて従来の物理研究系と加速器研究
系のそれぞれの組織に所属していった。それまで
素粒子・原子核物理の実験研究は 12 GeV の陽子
ビームを使って行われてきたが、今後、それに加
えて TRISTAN 衝突型加速器が加わり組織の改編
が行われるべき時期になったことによる。ただし、
組織名は加速器研究系と物理研究系から、「加速器
研究部」と「物理研究部」となった。
　物理研究部には第一研究系（主に陽子加速器実
験と理論）、第二研究系（TRISTAN 実験関係）お
よび実験企画調整室が所属した。加速器研究部に
は第一から第三までの三つの研究系が置かれ、お
およそ第一研究系が陽子加速器、第二および第三
がTRISTAN加速器の担当であった。
　KEK 創立当初からの三つの研究系のうち共通研
究系内の組織は、「センター化」の方針により、そ
れぞれの「センター」に（順次）機能分けをしていっ
た。この改編により、「共通」を冠した研究組織は
1997 年の機構化（後述）の時まで存在しなくなっ
た。

■	B ファクトリー計画
　1998 年に稼働を開始した B ファクトリー加速器
（KEKB）は TRISTAN 加速器のトンネルを再利用
した衝突型加速器で、8 GeV の電子リング、3.5 GeV
の陽電子リングからなっていた。
　B ファクトリー建設の際の素粒子物理学上の最
大目標は「CP 対称性の破れ」のメカニズムを説明
している「小林 - 益川理論」の検証であった。
1999 年 Belle 測定器が加速器内にロールインし、
実験が開始され、2001 年にはその論文が発表され
た。このことが 2008 年の小林、益川両博士のノー
ベル物理学賞の受賞に貢献したことは、ノーベル
財団の発表した記事からも確認される。

　組織の側面からみると、トリスタン計画の場合
のような大幅な定員増はなく、それまでの人員を
基本に開発活動を行い、組織図的に見ても大きな
変化があったわけではない。

■	「総合研究大学院大学」の創設
　組織図を資料とした KEK の歴史を辿るというこ
の文章の趣旨からは少し外れるが、ここで 1988 年
10 月に「総合研究大学院大学」（以下「総研大」）
が開学したことを付記しておく。総研大は KEK を
含む大学共同利用機関を「基盤機関」とする特殊
な大学であり、核研以来の「諸大学から学生の委
託を受ける」形ではなく、「大学共同利用機関が直
接大学院学生を教育する」性格を持ったものであ
る。

6.	機構化
6-1.	三組織の統合
　1997 年（平成 9 年）、高エネルギー物理学研究
所、東京大学原子核研究所、東京大学理学部附属
中間子科学研究センターを統合・改組し、「高エネ
ルギー加速器研究機構」が発足した。この新組織
の英語名は、“High Energy Accelerator Research 
Organization” とされたが、略称の “KEK” は従来
通り用いることが決定された。
　統合された組織のうち、東大核研はつくばとは
別の田無市（現西東京市）に活動場所をもっていた
ため、核研職員は田無からつくばへ移動すること
になり 3)、必要な装置群もつくばに運搬された。機
構発足の 1997 年から 2001 年までは、田無市の核
研敷地部分は KEK の「田無分室」となり、移転作
業の終了後はその敷地は公園（「西東京いこいの森
公園」）になった。

6-2.	新しい組織
　この改組直後の組織図（1997年度の機構の「要覧」
に掲載）を図4に示す。この改組により、それまで
の「物理研究部」は「素粒子原子核研究所」（以下「素
核研」）に、「加速器研究部」は「加速器研究施設」
と名称が変わった。さらに、それまで「放射光実験
施設」、「ブースター利用施設」で実験研究が行われ

3)　核研所属のすべての職員がつくばに移動したわけではない。

第 1 章　KEK の組織の変遷
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ていた、領域横断的な研究を遂行する組織として「物
質構造科学研究所」（以下「物構研」）が設立された。
この新研究所は「物質科学」を冠する「第一」から「第
三」までの研究系と、「放射光源研究系」、「中性子
源研究系」の五つの研究系から成っていた。放射光
実験施設の一組織であった放射光入射器研究系（電
子・陽電子線形加速器の開発保守）は、加速器研究

施設の一つの研究系（加速器第三研究系）となった。
　1987 年前後から「センター化」で独立な組織と
なっていた旧共通研究系の各組織は機構化に際し
て再び統合され「共通研究施設」となった。構成す
る組織はそれまでと同じ「センター」を称していた
が、工作センターを除き名称が変わり、四センター
は「放射線科学センター」、「計算科学センター」、「低

図 4　�高エネルギー加速器研究機構組織図．1997 年（平成 9 年）に発行された「要覧」に掲載された組織図
から転載．機構としての最初の組織図であり，二つの研究所，二つの研究施設，合計四つの研究組織
が書き込まれている．「機構内措置」として「田無分室」が置かれている．

KEK の組織の変遷
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温工学センター」および「工作センター」となった。
　1977 年（昭和 52年）に組織された技術部は、機
構化の際も技術部の名称で継続した。核研所属だっ
た技官もこの技術部に属することになり、課の数
がひとつ増えた。また、課の名称も整理された。
具体的には「放射光」の名称がついた課がなくなり、
「測定器」を冠する課の中に入ることとなった。
　事務組織にも変化があった。それまで KEK の事
務組織は「管理部」、「施設部」の二つ「部」によ
り構成されていたが、機構化とともに「管理局」
と呼ばれるより大きな組織ができた。この局の中
の組織として三つの部、「総務部」、「国際研究協力
部」、「施設部」が置かれた。新設の国際研究協力
部は「研究協力課」、「国際交流課」、「学術情報課」（ほ
ぼ元の情報資料室）から成っていた。
　以上説明した機構化により研究組織全体の名称
が「研究所」から「機構」に変わり、KEK を統括
する人の職名は「所長」から「機構長」となった。
そのもとに二人の所長（素核研所長と物構研所長）
と二人の施設長（加速器研究施設長と共通研究施
設長）が置かれることになった。

■	構造生物研究センター
　KEK は「高エネルギー物理学研究所」の名称で
発足した研究所であり、この名前は素粒子物理学
の研究所としての性格を表している。しかし、放
射光源加速器があり、またブースターシンクロト
ロンを使っての中性子や muon をプローブとする
研究があり、その研究分野は素粒子物理学に留ま
らない。学問分野で言えば物性物理学や化学を含
んでいることになる。さらに物理学 /化学の外の分
野である「構造生物学」の研究が 1980 年台から行
われてきたが、2003 年（平成 15 年）その分野の
研究組織としての「構造生物研究センター」が物
構研の中に設置された。ただし、この組織が要覧
の組織図に登場するのは 2004 年度（平成 16 年度）
からである。

7.	法人化
7-1.	組織を定義する法律の変化
　2003 年（平成 15 年）10 月 1日、「国立大学法人
法」が施行された。翌 2004 年（平成 16年）4月1日、

「国立学校設置法」が廃止され、国立大学と大学共
同利用機関は法人化され、法律上国の機関ではな
くなった 4)。
　全国に約二十存在していた大学共同利用機関は
研究内容により四つのグループに束ねられ、その
グループそれぞれが各々法人となった。各法人は
その研究の性格を表す文字の後に「機構」の文字
をつけて法人の名称とされた。KEK の名称は「高
エネルギー加速器研究機構」のままであり、他の
自然科学系の大学共同利用機関と統合されること
はなく、一つの法人となった。他の三つの法人は
もともと別の機関としての歴史をもっていたもの
が統合されて成立したことから、KEK はそれらと
は異なる成立経緯を有していることになる。
　この法人化により、KEK の正式名称は「大学共
同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構」と
なった。英語名は “Inter-University Research 
Institute Corporation High Energy Accelerator 
Research Organization” である。
　各大学共同利用機関と総研大の関係も変化が
あった。法人化前は大学共同利用機関と総研大は
ともに国の機関（つまりある大きな機関の中の一
機関）として考えられたが、その後はそれぞれが
独立な法人と位置付けられることになった。

7-2.	法人化直後の KEK の組織
　図 5 に 2004 年度（平成 16 年度）の要覧に掲載
された KEK の組織図を示す。国立大学法人法によ
れば、法人としての KEK に属する大学共同利用機
関は「素粒子原子核研究所」と「物質構造科学研究
所」の二機関であり、「加速器研究施設」と「共通
基盤研究施設」5)は大学共同利用機関とはされてはい
ない。しかし、KEK は「業務方法書」の中で「大
学共同利用機関と同等の重要組織として加速器研究
施設と共通基盤研究施設をおく」として、四つの研
究組織をほぼ同等のものとして位置付けている。
　法人化後も研究組織としては二つの研究所、二
つの研究施設があり大きな変化はない。ただし、

4)　 国立大学法人法により、「国立大学法人」と「大学共同利用機関法人」
が定義されている。これらは「独立行政法人等」に含まれる。

5)　 「共通基盤研究施設」は法人化前に「共通研究施設」と称していた
組織と基本的に同じである。また、この研究施設内の「低温工学セ
ンター」は「超伝導低温工学センター」へ、「工作センター」は「機
械工学センター」となり、名称が新しくなった。

第 1 章　KEK の組織の変遷
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素核研に「理論系」が設置されて理論研究者が一
つの系を形作ることになった。物構研は「物質科
学第三研究系」と「中性子源研究系」を改組し、「中
性子科学研究系」と「ミュオン科学研究系」が新
しく組織された。
　法人化の際の大きな組織見直しの一つにこの「技

術部」が組織図から消えたことがある。研究組織の
中で職務を実行してきた技官は新しく「技術職」と
いう範疇に属する職員となった。KEK の組織図か
らこの技術職の組織はなくなったが、各研究組織の
中には技術職の職員を束ねる役職が記入されてお
り、創設当初の KEK の組織図とは異なっている。

図 5　�大学共同利用機関法人となった高エネルギー加速器研究機構組織図．2004 年（平成 16 年）に発
行された「要覧」に掲載された組織図から転載．機構長の枠に付随して「役員会」が置かれている．
KEK�以外の三つの法人は，共同利用機関を統合する事務組織が東京に作られたが，KEK�はそうし
たことをせず「東京連絡所」が小規模につくられただけである．ただし，組織図上では研究組織
等と同じ形で描かれている．

KEK の組織の変遷
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　管理局においても比較的大きな変化があった。前
年度までの国際研究協力部の機能が総務部の中にほ
ぼ移り、この部の名前が廃止となった。新しく「財
務部」が置かれ、それまで総務部にあった財務関係
の課が分かれた部を構成することになった。

■	組織の多様化
　図 5 と図 4 の組織図を比較して気が付くことの
一つに、後者では研究組織と事務組織の他に「室」
などと名付けられた組織が存在することである。
これ以降このような組織は様々に変化して持続さ
れてゆくが、2004 年（平成 16年）4月 1日時点では、
「国際社会連携部」（「研究交流推進室」、「広報室」6)、
「史料室」で構成）、「リニアコライダー計画推進室」、
「安全衛生推進室」、「評価・調査室」、「知的財産室」、
「高度情報利用推進室」、「図書室」がある。また、
この 2004 年 4 月、東海キャンパスが設置された。
組織がこの時点で急速に増加したのは、
• 法人化により、政令などによらず、法人自身の
方針で内部組織が設置できるようになったこと

• 法人の従うべき法律が人事院規則等ではなく労
働基準法等に変わったこと

が考えられる。

■	役員会の設置
　法人化直後とそれ以前の組織図の違いでもうひ
とつ気付くことは、機構長の近くに「理事」と「監
事」が書き込まれていることである。どちらも「国
立大学法人法」で置くことが定められた役員であ
る。法人化当初は研究所長、研究施設長が理事を
兼ねていた 7) が、その後のその兼任は行われないよ
うになっていった。

8.		2009 年（平成 21年）の組織改変とそれ以降の
動き

8-1.	2009 年の組織改変
■	素核研における研究系廃止
　素核研は 2009 年（平成 21 年）、「研究系」とい
う組織建てを廃止した。組織図には載らないが、
研究グループが複数おかれ、各グループがそれぞ
れ独自の研究活動を行う。
6)　広報室は内部措置としては 2001 年（平成 13年）に発足していた。
7)　4人の理事のうち 3人までがこの形。

■	物構研の動き
　物構研では新しく「構造生物学研究センター」（前
述）と「構造物性研究センター」が組織図に登場し
た。一方、放射光源研究系は加速器研究施設の加
速器第七研究系となった。

■	加速器研究施設の動き
　加速器研究施設は、2008 年度（平成 20年度）ま
では四つの研究系によって構成されていた。2009
年、規模の大きな研究系を機能によって分割する
ことを行い、また上記のように、物構研の放射光
源研究系が加速器研究施設に移るなどの改変によ
り、研究系の数が七になった。

■	「先端加速器推進部」の設置
　将来の研究活動に向けた開発研究の組織として法
人化の際に「リニアコライダー計画推進室」が設け
られた。その後設置された「ERL 推進室」を統合す
るなどして「先端加速器推進部」が設置されてゆく。

■	管理局の動き
　法人化の際、「国際研究協力部」が総務部の一部
になる改組があったが、2009 年（平成 21年）管理
局内に「研究協力部」が創設され、管理局内の部
の数は四となった。

8-2.	2009 年以降の動き
■	素核研における「和光原子核科学センター」の設置
　素核研では自然には存在しない短い寿命の原子
核を用いた研究をするため、2015 年（平成 27 年）
「和光原子核科学センター」を設置した。理化学研
究所の IR Beam Factory （RIBF）で生成される短寿
命核の性質を研究する施設を有している。

■	素核研における「理論センター」の設置
　2009 年（平成 21 年）「理論センター」が KEK
の組織図内に登場した。KEK は大型の加速器を
擁し、素粒子実験を行う研究所として創立された
が、1973年（昭和 48年）から「理論部門」が組織
図に見られる。その後、2004年（平成 16年）から
2008 年（平成 20年）に「理論研究系」が存在した
が、上記の素核研における「研究系による組織建て」

第 1 章　KEK の組織の変遷
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の終了とともに、この名前も消え、理論研究者の
組織は組織図上からは消えていた。その後 2015 年
（平成 27 年）、正式に「理論センター」として組織
図に現れることになった。

■		加速器研究施設における「応用超伝導加速器セン
ター」の設置

　KEK は大型の加速器を開発運転し、主に素粒子 /
原子核物理学、物性物理学や構造生物学の研究に
貢献してきた。加速器という複雑なシステムが発
明直後からこうした研究以外にも様々な分野で活
躍の場があることは認識されてきた。KEK は加速
器開発の分野でも特に超伝導技術を応用した機器
を多く開発しており、その強みをより効果的に他
分野への応用に積極的に貢献するため、2019 年度
（平成 31年度）に加速器研究施設内に「応用超伝導
加速器センター」を設置した 8)。

■「研究支援戦略推進部」の発足
　2013 年度（平成 25 年度）に KEK は文部科学省
の「研究大学強化促進事業」の支援対象機関として
決定された。これを受け、2014年（平成26年）3月に
University Research Administrator（URA）が活動
する組織「研究支援戦略推進部」が発足した。URA
は研究的な職務と事務的な職務のどちらにも属さ
ず、専門知識を生かして研究支援を行うことが任務
であることとされた。新設された部には「研究支援
企画室」、「国際連携推進室」、「大学・産業連携推進
室」、「TIA推進室（６月より）」、「知的財産室」、「多
国籍参画ラボ」、「多企業参画ラボ」の 5室 2ラボが
配置された。
　2018年度（平成30年度）には国際担当のURAと
事務組織の協働の場「インターナショナル・オフィ
ス」が整備された。2019年度（令和元年度）には産学
公連携の総合窓口として、関連するURA組織を統合
した「オープンイノベーション推進部」が、2020
年度（令和2年度）には研究支援企画室の一部と「評
価・調査室」の統合により「IR推進室」が発足した。

9.	大強度陽子加速器（J-PARC）による研究活動
　2005年（平成 17年）12月 28日、KEKにおいて
8)　 加速器研究施設では研究系の数が一つ減っているので、同研究施設

内の組織の数は変化はない。

最初に建設された 12 GeV 陽子加速器のコンプレッ
クスは共同利用実験のための運転を停止した。陽子
ビームを用いた研究は、KEK と「日本原子力研究
所」（その後「日本原子力研究開発機構」=JAEA）で
独立に検討されていた計画が統合され、新しい加速
器計画として実現することになった。まず、2002年
（平成 14年）「大強度陽子加速器計画推進部」が設
置され、具体的な準備が始まった。続いてKEKの
キャンパスを東海村にも設置し、「つくばキャンパ
ス」、「東海キャンパス」の二つのキャンパスの体制
となった。2006年（平成 18年）、「J-PARCセンター」
が設置された。J-PARC センターは KEK と JAEA
の合同で運営する組織である。

　図6に 2006年（平成 18年）の要覧に掲載された
KEK組織図から取り出した大型陽子加速器関連の
組織を示す。組織は「ディビジョン」と呼ばれる階
層と、（図には書かれていないが）その下の「セク
ション」という階層がある。J-PARCの発足当時は、
この図に見るように、「加速器ディビジョン」、「安
全ディビジョン」、「業務ディビジョン」の三ディビ
ジョンで構成されていた。
　その後ディビジョンの数は組織の充実に伴って
増え、2021 年度（令和 3年度）当初で六ディビジョ
ンを数える。その中で安全ディビジョンは他の五
ディビジョンと並立ではなく、J-PARC 全体の安全
を見渡す立場に立っている。

10.	最後に
　以上、50年間のKEKの組織の歴史を、要覧に掲
載された組織図を解説する形で概観してみた。わず
かに、法律的な解説が加えてあるが、極力組織図
だけに則った記述になるように心がけたつもりであ
る。法人化以降は組織の変更が度々行われ、それを
全て網羅できてはいないが、この記念誌の中の「プ
ロジェクトしての歴史」や「思い出文章」を読む際
の「資料」的な役割が果たせれば幸いである。

図 6　�2006 年の要覧の組織図から J-PARC 部分をトリミン
グした図．

KEK の組織の変遷
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PS 前期 加速器

1.	KEK-PS	前史
　そもそも粒子加速器が作られるようになったの
は、物質の根源を理解しようという知的欲求に基づ
くものであった。物質の成り立ちを原子、原子核、
素粒子、そして今はクォークの構造やビッグバン直
後の自然の姿を探求するに至っている。自然崩壊し
て放出した α線を用いて 1919 年にラザフォードが
行った人類初の原子核崩壊実験（14N+α→ 17O+p）
が行われていた時期にすでに原子核粒子が 100 万
ボルト近くのエネルギーに加速されたとすれば、
わずか 100 マイクロアンペアであっても世界中で
供給されるラジウムより価値があることが指摘さ
れていた（アルバレの感想：原子爆弾の誕生（R. ロー
ズ著）紀伊国屋書店発行）。そして、リニアック 
（1928 年）、コッククロフト・ウォルトン（1930 年）、
サイクロトロン（1932 年）、等々が次々に発明され、
それぞれに進化していく。1932 年にコッククロフ
トにより 700 keV に加速された陽子をリチウムに
衝突させて 2 個のヘリウムに崩壊した実験
（7Li+p → 24He）が加速された人工放射線粒子によ
る最初の原子核崩壊実験である。
　1945 年に発見された位相安定性の原理と、第二
次世界大戦後急速な発展をとげたマイクロ波技術
等により、シンクロサイクロトロン、シンクロト
ロン、リニアックなど GeV 領域における素粒子・
原子核実験の研究が可能になった。
　第二次世界大戦以前から日本でもサイクロトロ
ンによる原子核研究が行われていたが、これが核
兵器開発に繋がるとして戦後占領軍に破壊される
という苦い歴史を経験した。各地の大学にバンデ
グラーフ等の小型加速器はいくつか稼働していた
が原子核実験研究は困難な時期であった。1956 年
に田無町（現在の西東京市）の東京大学原子核研究
所で 700 MeV の電子シンクロトロンの建設が始ま
り、1961 年に完成し、様々な素粒子・原子核研究
が行われるようになった。同時に放射光応用の試
験的研究も開始され、1975 年には放射光利用専用
の SOR リングが完成した。その成果は世界的な評
価を受けて各地に放射光専用のシンクロトロン建

設を促した。（PFの項参照）
　一方で研究者の間では、素粒子研究のための高エ
ネルギー陽子シンクロトロンが切望されていた。米
国では弱集束の陽子シンクロトロン（アルゴンヌ国
立研究所）や電子リニアック（SLAC）が稼働してい
た。CERN や米国 BNL では 30 GeV 級の強集束の
陽子シンクロトロンの建設が始まっていた。こうし
た加速器による実験で素粒子物理学においてノーベ
ル賞級の実験結果が目白押しに発表されていた。
　日本では 1960 年代後半に素粒子研究所準備調査
委員会が結成され、当初 CERN-PS、BNL-AGS の
エネルギーを上回る 40 GeV 陽子シンクロトロンの
建設が 1964 年 10 月に提起された。想定された予
算は約 300 億円であり、当時の科研費の年間総額
を 5、6 倍上回る額で、他分野の研究者の理解を得
るのが困難であった。様々な紆余曲折の議論を経
て 1969 年 8 月に学術審議会は「素粒子論研究所
（素研）を設立し基本的な施策として総額約 80 億円
でエネルギー 8 GeV の陽子加速器を建設する」と
いう答申を出した。当初計画の 4 分の 1 縮小案と
言われていた。

2.	KEK-PS	建設開始
　1970年度予算で素研設置準備費が文部省につき、
1971 年 4 月に高エネルギー物理学研究所（KEK）
が創設され建設が始まった（図 1）。研究所の用地
については 80 か所近くの候補地が挙げられてい
た。土地調査グループの調査の結果、既に 1967 年
に研究学園都市として土地整備が決まっていた現
在のつくばに南北約 2 km、東西約 1 km の予定敷

図 1　12�GeV-PS�建設当時の工事現場（1974 年）．

PS 前期 加速器
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地が確保された。研究所の体制は、全国の大学の
研究者が広く共同利用できる新しい形態の国立大
学共同利用機関の第一号とし、国際協力、大学院
教育にも協力することを目的とした。国際協力は
建設当初から当時世界の先端を進んでいた BNL や 
FNAL、CERN 等からの研究者を招聘し共に議論
をしつつ建設が行われた。1975 年に概成、翌 1976
年に初のビーム加速が行われ、3月 4日の早朝 0時
30 分頃に加速されたビームのモニターの信号が目
標エネルギー 8 GeV に到達したことを示した。そ
の年の暮には主リング電磁石電源の増強などによ
り設計値を超える 12 GeV に達した。以後、この
陽子シンクロトロンは 12 GeV-PS と呼称される
ようになった。着実な改良と調整によって各部の
ビーム強度も当初目標を大きく上回るようになり、
後半には長基線ニュートリノ実験にも寄与した。
1976 年に運転を開始し、J-PARC の建設が始まり
つつあった 2006 年に運転を停止するまで、まさに
ちょうど 30 年間運転が続けられた。建設時期のこ
の頃、研究学園都市はまだ概成段階で、いたると
ころに雑木林、栗畑、桑畑があり、道路整備も不
十分だった。重機運搬車が泥道に埋まって立ち往
生しているのをよく目にした。周辺には住居、商店、
学校、病院などはなく、当初の研究者・職員は研
究所の予定敷地内にあった旧ゴルフ場のクラブハ
ウスを仮のオフィスとしていた。そこから建設現
場（現在の PS 加速器準備棟）に行くのに長靴とヘ
ルメット、夜間には懐中電灯が必要であった。梅
雨時には大穂付近の東大通りをガマガエル、食用
蛙が群れをなして横断していた。今でも時々見か
けることもあるが、野生の小動物を頻繁に見かけ
たものだ。（長ぐつと星空―筑波研究学園都市の十
年（1981 年）、筑波研究学園都市の生活を記録する
会編、筑波書林発行）
　高エネルギー物理学研究所は国立大学共同利用
機関の第一号であり、また筑波研究学園都市の先
進を切った研究所であった。
　すでにヨーロッパ、アメリカでは CERN-PS や 
BNL-AGS が稼働していたが、それらは機能結合型
のシンクロトロンであった。加速器本体がコンパ
クトにできる利点はあったが、ビーム調整パラメー
ターは設計時にある程度固定されてしまう。一方

で日本人研究者（北垣敏男）の発案になる、軌道
を曲げる磁石と収束用の磁石を分離する機能分離
型シンクロトロンが提案された。これは軌道を曲
げる磁石と収束用の磁石の電流値を個別に設定で
きるので、ビーム調整パラメーターに幅が広がる。
KEK では小型ながら世界に先駆けてこの機能分離
型シンクロトロンを建設することになった。ちな
みに、ほぼ同時期にシカゴ郊外で建設が進行して
いた FNAL の加速器も機能分離型を採用した。
　KEK-PS では多段加速方式を世界で初めて採用し
たことも注目される。前段加速器としてコッククロ
フト・ウォルトン加速器で 750 keV まで加速した
陽子ビームを全長40 ｍ のドリフトチューブ型線形
加速器で 40 MeV まで加速し（建設当時は 20 MeV 
であった）、周長 37 m の機能結合型シンクロトロ
ンに入射し 500 MeV まで加速する。この加速器を
ブースター・シンクロトロンと称していた。ブー
スター・シンクロトロンは 20 Hz 繰り返しで（つま
り1 秒間に 20 回加速する）線形加速器からのビー
ムの入射、加速をする。加速されたうちの 9 回の
ビームを周長 340 m の機能分離型シンクロトロン

（主リングと称した）に入射し 8 GeV まで加速した。
この 8 GeV 陽子ビームを用いて内部ターゲット照
射による二次粒子を用いた素粒子・原子核実験、
および速いビーム取り出しにより泡箱実験が行わ
れた。ちなみにこの泡箱本体は現在上野の国立科
学博物館に展示されている（図 2）。
　前述の現加速器準備棟に前段加速器として東大
原子核研究所（当時）の素研準備室で建設されて
いた 750 kV コッククロフト・ウォルトン装置が水
素泡箱装置と共に移設された（図 3）。コッククロ
フトにはモータージェレーター（MG）とセレン整
流器が採用されていた。
　PS-LINAC は 1971 年の KEK 発足と同時に建設
が開始された。アルバレ型リニアックを採用した
が、陽子の速度はまだ非相対論領域なので、加速
されるにしたがって Drift Tube （DT）の長さを同
期するように設計された。加速高周波は 200 MHz 
である。1974 年 8 月に 20 MeV 加速に成功した。
1985年に TRISTAN加速器建設のために 12 GeV-PS 
は 1年余りシャットダウンされた。この期間に、加
速タンクを増設しエネルギーを 40 MeV に倍増した。

第２章　研究プロジェクトからみた歴史
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同時にイオン源を陽子から負水素イオンに変更し
た。これによりブースターへの入射方式をマルチ
ターン入射から荷電変換入射に変更した。これら
の措置によりビーム強度の増強が実現した。ビー
ムローディングが低くなったので、それまでの 
TH516 増幅器の出力を 2 分割してそれぞれのタン
クに 2 フィードで給電するようにした。TH516 は
メーカーと交渉し 12 GeV-PS のシャットダウンま
で供給を続けていただいた。
　真空については、高電場を達成するためにオイ
ルフリーを採用し、メカニカルブースターポンプ
に液体窒素トラップを付けてイオンポンプを起動
していた。1985 年頃にそれらをターボ分子ポンプ
に置き換えて、それまで数日かかっていたイオン
ポンプの起動が省力化された。

　ブースター・シンクロトロンは機能結合型が採
用され電磁石電源は共振型であった。建設は順調
に進み 1974 年 12 月 4日に 500 MeV 加速に成功し
た。主リングに入射する 9 バンチ以外のビームは 
500 MeV で取り出されて中間子、中性子物理の実
験に寄与した。また、筑波大学医学部の陽子線治
療施設にもビームを提供し、臨床治療が行われた。
1983 年に筑波大学病院に専用の陽子線治療施設が
完成し治療が開始されてその役を閉じた。
　主リングは 1976 年 3 月に 8 GeV までの加速に
成功し（図 4）、7 月からは内部標的による物理実験
が開始された。12 月には 12 GeV の加速に成功、
翌 1977 年 1 月から速いビーム取り出しによる泡箱
実験が開始された。2 年後にはビーム強度は設計値
の 2 倍の 4×1012ppp を超え、遅い取り出しビーム
による実験も開始された（図 5）。

図 3　 前段加速器�（コッククロフト・
ウォルトン）．

図 2　 泡箱実験装置，現在は使命を
終え本体は上野の国立博物館
に展示されている．

図 4　 8�GeV�加速成功時の記念写真．中央制御室にて．

図 5　 主リング加速とブースター，ビームモニター．右上 : ブー
スター，交番勾配の電磁石．右下 : 手前、奥に軌道を曲げ
る二極電磁石，ビーム収束用の四極電磁石が見える．黄色
のは高次補正用の八極電磁石．左下：最上部：取り出しビー
ム，2 番目 : ブースター入射から主リング加速，フラット
トップまでのビーム強度モニター，3 番目 : 主リング電磁
石の磁場波形，最下段 : ブースターから取り出されたビー
ムモニター．9 回が主リングに入射され階段状に蓄積され
て加速される．他のビームは�500�MeV�で利用されている．

PS 前期 加速器
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3.	12	GeV-PS	の 30 年
　12 GeV-PS の果たした役割をその内容から見て
みると、約 10 年毎の 3 期に分けられる。日本に初
めて完成した陽子シンクロトロンであり、小型で
加速エネルギーでは世界に遅れをとっているとは
言え、様々な素粒子・原子核実験が開始され、か
つ実験の要求を満たすために加速器の性能を常に
向上させるべく加速器研究者・技術者の努力が献
身的に行われて、若手研究者・技術者を養成して
いった。そこで育ったほとんどが、12 GeV-PS の
性能向上、続いて KEK に建設されていく放射光加
速器、TRISTAN、KEKB へと人材を輩出していっ
た。続く 10 年では K 中間子崩壊実験など測定器は
大型になり、より困難・緻密で複雑な実験が可能
になってきて、いわゆる中高エネルギー実験を世
界に認知させていくことになった。中高エネルギー
の研究者からは PS の多機能化ということが要請課
題に上り、希崩壊実験のために遅い取り出しをさ
らに長くするためのフラットトップ延長の改造（主
に主リング電磁石電源と取出機器）（図 6）や、偏
極陽子ビームの加速、重陽子やヘリウム原子核の
軽イオン加速などを成功させ、それらのビームを
用いた原子核実験も行われた。
　続く最後の 10 年は K2K ニュートリノ実験を実
現させ世界に先駆けて人工ニュートリノを神岡ま
で送り出す長基線ニュートリノ振動実験を行った
ことである。12 GeV-PS としては多機能化からの
軌道修正をし、速い取り出しによる K2K 実験と遅
いビーム取り出しの両立により素粒子・原子核実
験がタイムシェアで行われた。
　図 7 に 12 GeV 陽子シンクロトロンの施設概念
図を示す。

4.	まとめ
　日本で最初に建設され、成功裏に稼働した本格
的な高エネルギー陽子加速器 12 GeV-PS は原子
核・素粒子物理学の実験装置として進化し、また
複合加速器の利点を生かして中間子や中性子物理
など、様々な物性物理への応用、粒子線ガン治療
への応用実験の実証も行われた。
　大雑把に纏めると、加速器の調整、性能向上と
若手研究者・技術者の育成、他分野への技術的波
及効果等々に大きな貢献をしたと言える。例えば、
無同調高周波空洞の開発、RFQ の開発、高真空の
開発などが関連メーカーとの協力関係のもと営々
と行われた。電磁石や電源についても同様であり、
特にシンクロトロン電磁石電源の高精度制御を実
現した「繰り返し制御」（繰返し制御 中野道雄 著、
コロナ社発行）は CD などの高速回転機の高速制
御への応用に貢献した。
　また、加速器全体のコンプレックスを必要な精
度に配置するための土木・建築工事なども当時の
常識を越えており、受注メーカーと協力して厳し
い要求を満たしていった。
　そして、日本の加速器科学および加速器技術を
世界の最先端に導いた研究の拠点として複雑で巨
大で、かつ緻密で高精度な装置の建設を遂行して
いった波及効果として、最先端技術の創設・応用
が推進された。図 6　 希崩壊実験の要請によりビームの取り出し時間を長

くした運転．

図 7　 12�GeV-PS� 複合施設．500�MeV� ビームを利用した，
中性子，中間子実験施設，筑波大学病院による粒子
線ガン治療施設，12�GeV�ビームを利用した東カウン
ターホール，北カウンターホール，およびニュート
リノビームラインが示される．現在，東カウンター
ホールでは次世代の放射光源 ERL�（Energy�Recovery�
Linac/ エネルギー回収型ライナック）の開発研究が
行われている．
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PS 実験前期の素粒子実験
編集：住𠮷 孝行（KEK）
カウンター実験：住𠮷 孝行（担当）、 

白井 淳平（東北大）、山中 卓（大阪大）
泡箱実験：石原 信弘（担当：KEK）、 

吉見 弘道（KEK）、菅原 龍平（KEK）

　PS 実験に関しては、これまでにいくつか刊行さ
れた記念誌 [1][2][3] の中で詳しく取り上げられて
おり、必要な事柄はそこに語りつくされている感
がある。50 周年だからと言って新しい歴史的事実
がそれに加わる訳ではない。特にトリスタン実験
が開始されるまでの PS 実験の成果に関しては久寿
米木朝雄先生の記事 [1] に詳細な記載があり、十
分な情報がえられる。したがって本記事では、そ
れらとは違った視点で編集したいと考えている。
　PS 実験の歴史的な位置づけとしては、1976 年 5
月に PS 実験が開始された訳であるが、その 1年半
前の 1974 年 11 月に J /ψ 粒子が発見され素粒子の
11 月革命が勃発していた。1977 年には  粒子が
発見され、世の中の趨勢が衝突型加速器実験に移
行しようとする時期であった。陽子加速器として
は BNL の 30 GeV AGS、Fermilab の 400 GeV、
CERN の ISR、SPS などが稼働し、電子・陽電子
衝突型加速器として DESY では DORIS (1974 年)
が稼働し、PETRA (1978 年) が建設されていた。
このような状況の中で 12 GeV-PS がおかれている
厳しい現実は大学院生も承知していた。しかしな
がら、そのような中で久寿米木記事にあるように 
KEK-PS が期待以上の物理成果を挙げてきたのも事
実である。
　本記事では、カウンター実験に関する部分を住
𠮷が、泡箱実験に関する部分を石原が担当し、其々
の視点で編集することになった。
　表 1に参考文献 [4] から引用した PS 前期の実験
で博士の学位を得た者のリストを掲載するが、こ
れを見るだけでも PS 実験が日本の高エネルギー物
理学に果たした貢献が見て取れるのではないだろ
うか？ 様々なビームラインがあり、泡箱実験を含
めて同時に多くの実験を遂行できたことが重要で
あったと考える。泡箱実験は 1981 年にその役目を
終えたが、カウンター実験は TRISTAN 実験開始

後もハドロン物理、そしてニュートリノ振動実験
につながった。

学位取得年 学位取得者名
1979 鈴木 洋一郎 蓑輪 真 尼子 勝哉 門田 成治

1980
福井 泰雄 安達 利一 下村 敏郎 松井 隆幸 寺田 進
福間 均 高田 義久 金 信弘 内藤 酬 小林 俊雄
中村 俊夫

1981 新川 孝男 福永 力 岩崎 博行 中島 一久 清水 史也

1982
菊谷 英司 江村 恒夫 林 茂樹 安岡 聖 阿部 文雄
柴田 利明 住𠮷 孝行 作田 誠

1983 安田 隆裕 谷口 敬 中山 光一
1984 田中 良太郎 山内 一郎 明本 光生 上原 貞治

1985
原 和彦 千川 道幸 白井 淳平 大見 和史 谷森 達
片山 伸彦 永江 知史 延與 秀人 篠原 厚 山中 卓
石川 隆

1986 高島 隆一 坪山 透 佐々木 茂樹

1987
大森 恒彦 幅 淳二 河合 秀幸 田村 裕和 岩崎 雅彦
岩田 高広

1988 A.T.M. Wang 徳宿 克夫 杉本 康博 真鍋 篤 福田 光宏
1989 野口 正晴 大森 千広 岸田 隆 野海 博之 J.A. Holt

* 敬称は省略させて頂きました。
   年内の順序は実験番号順になっております。

1.	PS 前期のカウンター実験に関して
　初期の PS 実験に大学院生として参加したものと
して、PS 実験が日本の高エネルギー物理学におい
てどのような位置付けであったのかに関して勝手
な私見を述べたいと考えている。
　12 GeV-PS は日本初の本格的加速器の建設とい
うことで、多くの困難があったと聞くが、実験も
同様にビームラインの設計・建設はもとより、測
定器はほとんどが手作りであり、核研世代の先輩
たちの指導で大学院生が大いに活躍した。プラス
ティックシンチレーションカウンター、ＭＷＰＣ、
ＤＣ (ドリフトチェンバー) の製作、そしてそれら
の読出し電子回路類なども各実験で独自に開発し
ていた。企業との連携が大きく進んだのは PS 実験
が始まってからである。光電子増倍管も高価な 
RCA 社の RCA8575 や Amperex 社の 56AVP から
安価な浜松テレビ (現浜松ホトニクス) の R329 が
使えるようになった。プラスティックシンチレー
タも米国 NE 社だけでなく CI 工業の物が使えるよ
うになり、その加工やライトガイドの製作をスズ
ノ技研が請け負い、また、MWPC、 DC の製作も
図面を書いて林栄精器に発注できるようになった。
PS 前期はその過渡期に位置し、そこで育った手作
り世代の大学院生はその後の TRISTAN 実験、

表 1　PS�前期の実験で博士の学位を取得した者．

PS 実験前期の素粒子実験
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B-Factory 実験、ニュートリノ実験、J-PARC 実験
などで大きく活躍することになった。そのような
方々を代表して白井淳平氏と山中卓氏に記事をお
願いした。

参考文献
[1]  「十年の歩み」創設十周年記念 文部省 高エネルギー

物理学研究所 （1981 年刊）．
[2]  KEK 12-GeV 陽子シンクロトロン - その 35 年の軌

跡 - （2006 年刊）．
[3]  KEK 陽子加速器の軌跡 - 加速器・素粒子・原子核

- （2007 年刊）．
[4]  KEK-PS 1976-2005 List of Scientific Publications 

and Report of External Reviews.

	1-1.	π I	実験での経験に学ぶ（白井	淳平）
　私は KEK-PS の πI 実験グループ (E64 (都留)/
E121 (稲垣))のメンバーとして1979年〜 1984年、
博士課程 (京都大学) からオーバードクターを含む
足掛け 6 年間にわたり活動を行なった。本稿では 
π I 実験を取り巻く状況やその意義について、当
時大学院生として貴重な経験をさせていただいた
者として感じたことを述べたいと思う。なお本稿
は KEK Report や手持ちの写真、メモを頼りに作
成したが 40 年以上前のことであり、記述には私の
認識不足や記憶違いなどから正確でない箇所があ
るかと思われる。ご容赦いただきたい。
　π I 実験は 1979 年に PAC で正式に採択された。
私が KEK で滞在生活を始めたこの年は KEK-PS が 
12 GeV の加速エネルギーで営業運転を開始 (1977
年度) して間もない頃であったが、PS からの早い
取り出し、遅い取り出し、内部標的による各種実
験 (CEX, πN, K-DECAY, YN, KN, DLC, πμ, 

 など) が解析中を含め真新しい施設のもとで
進められ、多くの研究者や大学院生が生き生きと
活動していた。また当時将来計画であった 
TRISTAN の主リングの候補と思われるいくつかの
円が教官室の壁に貼られた地図に描かれていたの
を覚えている。
　πI 実験はクォークモデルが予言する軽いクォー
ク (u, d, s) からなる中間子を検出し、モデルの検
証と QCD から予言される exotic state (グルーボー
ルなどの異端粒子) の探索を目的とした。1970 年

代は c クォークやタウレプトンが相次いで発見され
(1974 〜 1975 年)、b クォークの発見 (1977 年) も
伝わるなど重いフレーバーの物理がホットな話題
として世界の注目を浴びており、高いエネルギー
こそが新たな物理の開拓に最も重要なパラメータ
とされ、これを実現する欧米の数 10 〜数 100 GeV 
級の大型加速器が威力を発揮した時代であった。
残念ながら KEK-PS のエネルギーはこれら第一線
のマシンには遠く及ばず、重いフレーバーの直接
生成による魅力的な研究は不可能であった。しか
し sクォークを含む K 中間子の物理は可能なため、
稀崩壊モード (  など) の検出実験を始
め、標準模型の検証と新物理探索を行う K 中間子
の物理は KEK-PS 実験において極めて重要であっ
た。その中で π I 実験のようなハドロンスペクト
ロスコピーの研究はクォークモデルが定性的には
ほぼ正しいと思われていた中で、強い力に潜む新
物理を探る挑戦の一つであった。特に高運動量
(8 GeV/c) の負π中間子を液体水素標的に当てて 
π-p → M0n 反応で生成する中性中間子 (M0) の研
究は、その崩壊を π+π-γγ モードでとらえるこ
とにより、質量 ∼ 1.5 GeV までの中間子の性質を
包括的に調べることができる。中でも SU(3) nonet 
のアイソスカラー粒子である JPC=0-+ のη (→π+π-

π0, π0 → 2γ)、η’(→π+π-η, η→ 2γ)のクォーク
成分の検証や、1++nonet の D (今日でいう f1(1285))
や、存在が未確定であった E (同、f1(1420)) を検
出し、当時グルーボールの候補として騒がれた 
J /ψ→ιγ でできる粒子イオタι(1440) の検証を
行う興味深い実験であった。
　πI 実験は 1970 年代にアルゴンヌ研で行われた 
6 GeV/c と 8.45 GeV/c の π- ビームによる実験を
手本にしたが、荷電粒子およびガンマ線の検出に
当時としては最新鋭の装置をふんだんに導入し、
検出効率と分解能の大幅な向上を目指した。すな
わち彼らが用いたスパークチェンバー (10 面) を 
MWPC+ドリフトチェンバー (DC)(計 24 面、信
号ワイヤー総数 4,800 本) に換え、ガンマ線の検出
には鉛板 + スパークチェンバーのコンバータを鉛
ガラス製の 28 本のホドスコープ (アクティブコン
バータ) + シャワー MWPC に換え、鉛ガラスカウ
ンター 56 個を 140 個 (+ 周囲 98 個) に増やし大面
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積、かつきめ細かいシステムとした。加えてスペ
クトロメータ電磁石 (弁慶) は超伝導化し (Super-
BENKEI)、ギャップを 1 m に倍増した。そして 
8.4 kG の磁場内での飛跡検出もできるよう半数の
ワイヤーチェンバーを磁石内に挿入した。私は主
にこの磁場内に挿入する 12 面のチェンバー系の設
計製作を担当し装置の開発段階から参画した。複
数のトラックを曖昧さなく検出するため一部の DC
は抵抗芯線による荷電分割読み出しとしワイヤー
方向の位置情報を得られる方式とした。さらに 
MWPC のヒットパターンを用いてトリガー段階で
の高速のマルチトラック選別機能をもつシステム
(FST, Fast Selective Trigger) を回路室の協力を得
て導入した。実験採択後の 3 年間は検出器の試作
テストと本格的な建設に全力が注がれた。
　また並行してビームライン (π1) も建設が行わ
れ、偏向磁石2台とセプタム磁石が超伝導化された。
Super-BENKEI と合わせて導入された超伝導の技
術は、TRISTAN の超伝導加速空洞や検出器用超伝
導ソレノイドの開発製作の前段階としても位置づ
けられた。当初は低温システムのトラブルに見舞
われたものの πI 実験は泡箱と共に技術面で大き
く貢献したと言える。π1 ビームラインは 1981 年
秋に試験運転が始まり、検出器の調整を経て本格
的なデータ採取を 1982 年秋に開始した。
　私はこの検出器の開発と設計製作で多くのこと
を学ぶことができた。何よりも当時としては本格
的な大型の素粒子実験を設計段階から経験させて
もらったことは大きい。担当したチェンバー系の
他、鉛ガラスシステム、シンチレーションホドス
コープ、ビームモ ニターやガスチェレンコフカウ
ンター、Veto カウンターシステム、液体水素標的
など、システムを構成する様々な装置に直接触れ、
それらの特性を肌で感じることができた。また苦
労の末製作を終え検出器に組み込んだ 12 面のチェ
ンバーが当初ガス漏れやワイヤー切れのトラブル
を頻発し大変苦労した。これらの経験はその後の 
TRISTAN 実験 (VENUS) での活動やその他の実
験を進める上で貴重な糧となった。πI 実験の主な
解析では ηππ 系で JPC=1++ の f1 (1285) の他に、2
つの 0-+ 粒子が検出された。軽い方 (∼1280 MeV)
は η(550) メソンの励起状態 η(1275)、重い方

(∼1420 MeV) は η’(980) メソンの励起状態と考
えるのが自然であった。それはグルーボールの候
補と思われた 0-+ 状態のι(1440) がグルーボール
である可能性を支持しない結果であった。質量 
1.2∼1.5 GeV には数多くの中間子が複数の崩壊
モードで混在するため解析は単純でなく、もしグ
ルーボールが存在したとしても通常のハドロンと
の識別は容易でない。πI 実験は 1980 年代の軽
クォークハドロンスペクトロスコピーの混沌とし
た状態に一定の成果を与えたと言える。しかし 
QCD の予言にもかかわらずグルーボールの存在は
未だに確定しておらず、基本的な課題の一つであ
る。私は πI 実験によりハドロン物理の多様性と、
背景事象から信号を取り出すことの難しさと同時
に、高品質データの採取を可能にする高性能の検
出装置の重要性を肌で感じることができた。
　私は PS 実験の後 TRISTAN 実験に携わり検出器
建設 (液体アルゴン検出器) や物理解析、Φファク
トリー実験計画や、東大核研の空芯スペクトロメー
タを用いた 17 keV ニュートリノ探索実験などを経
て、東北大学に異動しニュートリノ観測実験 (カム
ランド) に当初から参画する機会を得た。そして原
子炉ニュートリノ振動の観測や地球ニュートリノ
の観測、そしてニュートリノレス 2 重ベータ崩壊
探索実験 (カムランド禅) に携わり、現在に至って
いる。経験した実験はいずれも規模や形態は大き
く異なるが標準模型を超える物理に挑戦する実験
の考え方や手法は基本的には同じであり、PS 実験
で学んだことが通用することが多くそれはまさに
貴重な財産であった。
　最後に、かつて PS 実験を初めて経験した頃、「野
戦病院」とも呼ばれた共同宿舎を始め何かと不便
な生活が続いた時期もあったが、実験グループを
越えて多くの先輩や同輩の方々にお世話になり、
苦しくも充実した研究生活を送ることができた。
その経験もまた貴重な財産となっている。ここに
深く感謝いたします。 

1-2.	12	GeV の加速（山中	卓）
　初めてKEK-PS で実験をしたのは、1980 年 1 月、
学部の卒業研究として πμ チャンネルで NaI の結
晶に荷電粒子を当て、その反応を見る実験をした
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時である。機能満載のデータ収集のプログラムを
作って乗り込んだところ、根本からプログラムを
作り直す羽目になり、プーッ�プーッ�とカウン
ターホールに響き渡るビームスピルを表す音に、
まだかまだかと責められた。無事データを取るこ
とはできたが、初めての高エネルギー実験は、正
直辛かった。
　その思いが変わり始めたのは、藤井・釜江研に
進学し、M1 の秋に同じく πμ チャンネルで π-p 
→ π0 n の現象を見る、影山達也さん (現 KEK加速
器) の修士論文の実験に参加したときだった。助手
だった千葉順成さんが持ってきた立体パズルを暇
な時に解いたり、event display を作ったりした。
あまり堅苦しく考えずに、実験はもっと楽しめば
いいんだということを、千葉さんに教えてもらっ
た。
　修士課程では、K+ →μ+ν 崩壊の μ+ の運動量
を測って重いニュートリノを探す E89 実験で、背
景事象を落とすために K+ 静止標的を取り囲む NaI 
の veto 測定器を担当することになった。NaI の結
晶の組み上げ方をいろいろ考え、ボール紙で模型
を作り、研究室で提案したら、あっさり認められた。
大学院生の分際でこんなことを決めていいんだと
驚いた。その後、埼玉県の飯能の鉄工所に一人で
でかけて行って、NaI を支える軟鉄の箱を作って
もらったり、その磁気遮蔽の性能を KEK で磁石を
立ち上げて確かめたりした後、112 本の NaI を組
み上げた。修論では、組み上げた NaI によって、
K+ →π+π0 や K+ →π0ℓ+ν 崩壊による背景事象が
どれだけ抑制できるのかを調べた。ステンレスの
ケースに入った NaI 結晶が 3 次元で複雑に組み合
わされている状況を、特別なプログラムを書いて、
ジオメトリーを理解しない EGS で再現し、背景事
象を見積もった。この実験では、大学院生でも自
分で考えて決めて進めてもいいんだ、ということ
を学んだ。
　D 論のテーマをどうするか悩んでいたころ、助
手だった早野龍五さんから、K+ →μ+ν の μ+ の
偏極度を測って、右巻きのニュートリノを探さな
いかと誘われた。それならば私でも理解できたの
で、早速その実験 (E99) をやることになった。早
野さんを交えたミーティングは定期的にあったが、

基本、実験を動かしていたのは、谷口敬、石川隆、
大竹暁 (後に科技庁)、岩崎雅彦 (現理研)、秋葉泰
之 (現理研)、山中らの、KEK 常駐の大学院生だっ
た (と本人は思い込んでいる)。実験の細かな設計
から測定器の製作、組み上げ、配線、データ収集
システムまで、自分たちで計画し、手分けして実
行し、問題に突き当たり、それを解決し、という
のを繰り返した。ケーブル 1 本抜けていても自分
は D 論を書けなくなるという緊張感はあったが、
現場のリーダーとしてグループをまとめ、限られ
た時間というプレッシャーの下で、いかに速く問
題の原因を切り分けて突き止め、いかに簡単な解
決策を打ち出すか、というのが、たまらなく面白
くなっていた。ビームスピルの音も、アドレナリ
ンを押し出す鼓動となっていた。
　あと、必要なソフトウェアのツールはとにかく
自分で作った。入出力のわかりにくい Fortran の 
COMMON BLOCK の問題を解決すべく、テープ
の読み書きまでサポートする、COM というデータ
バンクのアイディアを高橋忠幸 (現 IPMU)と KEK 
の宿舎の廊下に座り込んで練り上げたり、導入さ
れたばかりの Canon のレーザープリンターで D 論
をプリントできるように、ベクトル形式のギリシャ
文字のフォントからビットマップのフォントも
作った。
　M2 の冬に下宿を引き払って KEK に引っ越した
が、KEK は天国だった。空気はきれいだし、星は
見えるし、職住近接、図書館は 24 時間使えるし、
コピーはし放題、KEK と名付けた犬も飼っていた
(その後、泣いて親に引き取ってもらった)。夕方に
なると計算機センターの番野善明さんが「卓、走
ろう」と誘いにきて、KEK の外周を走っていたし、
毎週繰り返す食堂のメニューに飽きて、岩崎雅彦
と毎日自炊していた。計算機センターの端末室は、
異なる大学や実験グループの学生たちが入り混じ
り、困ったことは互いにいろいろと教えあってい
た。縦のつながりも強く、修論を書く時は、住𠮷
孝行さん (現 KEK) が図面を書くのを手伝ってくれ
たし、私は後輩の修論を読んで指導したりもして
いた。
　一から十まで、実験は自分たちでできる、KEK 
から学べるものは全て学んだ、と思い上がり、国
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内で誘いの話もあったが、ドクター取得後は海外
に飛び出すことにした。
　D 論の公聴会の約 2週間後の 1985 年 2 月、米国
の Fermilab にポスドクとして着任した。入った実
験は、中性 K 中間子で直接的 CP の破れの有無を
調べる、E731 実験である。これは 4 つの分岐比の
2 重比を 0.1% のオーダーで測る精密実験であり、
測定器やアクセプタンス、背景事象、系統誤差の
理解に対する 要求が桁違いで、ボスの Bruce 
Winstein (シカゴ大) は非常に厳しい人だった。自
分がやってきた実験が いかに生ぬるいものだった
かを思い知った。しかし、 それでも役立ったのは、
KEK-PS でやってきた経験だった。一通りのことは
できたので、Fermilab が担当していた測定器から
始まり、トリガーロジック、西川公一郎さんから
引き継いだ DAQ システムへと、手を広げていった。
その後、大幅に統計量をあげることになり、DAQ 
システムを一人で CAMAC から FASTBUS を用い
たシステムに切り替えた。また、George Gollin (当
時 Princeton)との電話で、電磁カロリメータのヒッ
トパターンからクラスターの数を割り出す手法を
思いついた。この手法はシカゴ大で電子回路とし
て実現され、クラスターの数を用いたトリガーが
できるようになった。また、LeCroy の Memory 
Lookup Unit を使って、端末からトリガーを制御
できる方法を思いつき、実現させた。K →π+π-, 
π0π0 崩壊に特化されていたモンテカルロシミュ
レーションも、どんな崩壊でも扱えるように構造
を根本から書き換えた。アイディアがあるならやっ
てみせろ、というグループだったので、とにかく
思いついたアイディアは、次々と自由に実現させ
た。
　そのうち、当時シカゴ大のポスドクだった Yau 
Wai Wah と、KL →π0e+e- 崩壊の実験をいっしょ
に提案することになった。導入されたばかりで
ほとんどユーザーのいない Amdahl の大型計算
機を PC のようにぶん回して十数種の背景事象の
シミュレーションを行い、プロポーザールを書い
た。KEK で実験を提案から見てきたので、何の抵
抗もなかった。厳しい PAC とのやり取りの末、提
案は E799-I として認められた。その後、E731 と 
E799-I の感度を大幅に上げる KTeV 実験を行う

ことになり、Wah とともに稀崩壊の実験 (KTeV 
E799-II) の co-spokesperson となった。その頃、
助教授として阪大に移り、電磁カロリメータのフォ
トマルやガンマ線の veto counter、DAQ システム
を担当したが、実験を立ち上げる時には、長島順
清教授に頼みこみ、1 年半 Fermilab に滞在した。
非常に優秀な人材の揃ったチームで実験を立ち上
げていった時は、規模は違えど、自分の D 論の実
験を立ち上げたときの経験が役立った。KTeV は直
接的 CP の破れを 7σ で確立して小林・益川理論
を支持し、PDG の KL のページを塗り替えた。
　Fermilab の 120 GeV の陽子を用いて  
崩壊を探す実験提案が落とされたときは、KEK 
E391a 実験に入れてもらった。J-PARC が作られる
ことが決まったときに、その大強度を利用する実
験 (KOTO) を提案することになったのは、自然な
成り行きだった。
　振り返って考えると、KEK 12 GeV-PS は、成績
も悪く高エネルギー実験も怖かった自分を、自由
奔放にやりたいことは何でもできるように、加速
してくれた。当時ほど任せきりにはできてないが、
それでも今の大学院生や若い人たちには、30 GeV 
の J-PARC で存分に暴れてほしいと思う。

2.	PS	前期の泡箱実験に関して
2-1.	はじめに
　物理研究系泡箱部門は、高橋嘉右先生が全体責
任者で、その下で、泡箱施設を平林洋美先生が、
泡箱写真解析施設を小野厚夫先生が率いられてい
た。平林先生は、その後ビームチャンネルに移られ、
久寿米木先生の後を引き継がれ、泡箱施設の責任
者は、小濱太郎先生が引き継がれた。

2-2.	KEK	1-m	水素泡箱建設・運転の回想
	 （石原	信弘）
　KEK 1-m 水素泡箱 (図 1) の本体部分は、運転
終了後に上野の国立科学博物館へ寄贈されたが他
の付属装置は全て廃棄された。残っているのは建
設や運転の節目に作成された報告書 (本文末に時系
列に掲載した文献) のみである。個々の事案につい
ては論文に詳しく述べられているし、論文になら
ないような当時の状況や苦労話は、責任者であっ
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た小濱先生が運転終了後に執筆された文献 [9][10] 
に生き生きと表現されている。ここでは、文献に
は殆ど記されていないが、筆者にとっては忘れら
れないことについて述べる。
　KEK 1-m 水素泡箱は、東京大学原子核研究所 (東
大核研) 素粒子研究所 (素研) 準備室で試作された 
75 cm 水素泡箱で培われた技術を基礎として、新
たに設計・製作された。これらについては、文献 [1]
[2][3] に述べられている。
　1971 年に高エネルギー物理学研究所 (KEK)が発
足した当初は東大核研に田無分室が置かれ、最初
の冷却運転は 75 cm 泡箱を使用してそこで行われ
た。75 cm から 1 m に変更した理由や、核研から
筑波への移設作業、及び最初の物理実験で泡箱写
真 (図 2) が撮影されるまでの一連の建設・運転の
報告は文献 [4] に述べられている。いかに大勢の
方々が貢献したかが分かるように、文献 [4] に限っ
て著者全員を上げておく。
　何事にも初めて取り組むときには生みの苦しみ
が伴うものである。最大の苦しみは窓ガラスが組
込途中に破損した時であった。原因はガラスを保
持する窓枠と本体の間に約 5 mm の隙間が在るこ
とであった。75 cm 泡箱の場合には窓枠もガラス
も重量が小さく、ピストン駆動の振動によっても
ガラス・ガスケット・本体の相互間の接触面での

気密性能が保たれガラスも割れないという微妙な
窓枠締付力の解が存在し管理されていた。しかし、
1 m にすると重量が増えて、そのような解が無く、
振動によるズレに伴う気密劣化を防ぐような締付
力ではガラスが破損したのである。そこで、窓枠
と本体の間に 5 mm のスペーサーを入れ、窓枠が
本体にしっかり固定されて、振動を受けてもズレ
ないようにした。ガスケットは、より柔軟な構造
に変更し、気密保持のみを受け持つものとした。
もう一つの苦しみは、本体とその上部に位置する
銅製熱交換器 (ネッククーラーと称した) との接続
部における水素ガスリークであった。最終的には、
本体上部の溝を深くし、ネッククーラー下部フラ
ンジも加工し、凹凸の嵌合構造にしてインジュー
ムを凹凸部に閉じ込めることでフランジの変形を
吸収しリークを止めることが出来た。苦しみを乗
り越えた結果、文献 [6] にあるような過酷なダブ
ルエクスパンジョンの衝撃にも耐えて長期間安定
に運転することが出来た。また、泡箱全体を立て
た状態での窓ガラス脱着が可能となり、作業能率
が上がった [5]。
　文献 [4] にはピストン駆動油圧装置、写真撮影
光学系統、及び本体空間に磁場を発生させる電磁
石についても述べられているが、荷電粒子の運動
量測定に必要な磁場分布の測定については文献 [7]
に詳しい。また、文献 [8] に在るように、新設し
たミニコンピューターを使用して、本体を常温か
ら液体水素温度まで毎時約 4℃ の速度で自動的に
冷却するデジタル制御が可能となり、運転員の負
荷が軽減された。

図 1　KEK�1-m�水素泡箱写真．

図 2　6.0�GeV/c�π-p�反応の泡箱写真．
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　いくつもの困難を克服し、緊張の連続であった
泡箱運転は 1981 年 7 月 18 日に完了し、内外へ終
結を宣言した [9]。
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2-3.	写真解析部門の回想（吉見	弘道）
　写真解析部門の仕事は泡箱写真の測定・解析と 
KAMA (KEK 自動泡箱写真測定装置) [1] の建設で
あった。1972 年に小野先生、府川先生、菅原助手、
児玉技官でスタートし、1973 年に吉見助手、村上
技官が加わった。当時の実験室は旧ゴルフ場のキャ
ディー室であった。泡箱写真の投影装置 (SP) や測
定装置 (MP) を設置・整備し、解析プログラムを
整備して 4.5 GeV/c π-p 反応 (SLAC 82” 泡箱) の
測定・解析から始めた。1974 年に鈴木 (厚人) 助手
が加わった。同年 10 月には 2 号館 1 階に実験室が
完成し、KAMA 装置と制御計算機 TOSBAC-3400 
が設置された。SLAC 35 mm フィルムを用いて自
動測定ソフトの整備が進められ、1975 年 11 月か
ら運転業務を開始した。その後 1977 年 11 月に 
KEK 計算機棟へ移転、KEK 泡箱写真の測定を開始
した [2]。KAMA 装置は高精度デジタル制御 CRT 
を用いて、泡箱フィルムを直径 12 μm の光スポッ
トでスキャンして、デジタル画像を計算機に読み
込み、粒子飛跡を自動追尾・測定するという当時
では画期的な装置であった。図 3 に測定の様子を
示す。オペレーターは光学画像 (左) デジタル画像
を監視、ライトペンで測定をガイドする。詳細は
文献 [1] を参照されたい。

　1975 年 1 月菅原・吉見は泡箱部門に出向、実験
チームとして泡箱部門の吉村先生、佐藤助手、落
合助手に合流した。菅原はビームラインと泡箱電
磁石・磁場測定、吉見は泡箱油圧膨張装置および
光学系・撮影装置の整備・保守を担当した (石原回
想文の文献 [4] 参照)。図 4 は 3 台のカメラを持つ

図 3　KAMA�(KEK�自動写真解析装置 ).
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撮影装置を示す。正面の赤い壁は泡箱電磁石 (磁場
18 kG) である。大きな漏洩磁場を遮蔽して、フィ
ルム駆動系を安定に動作するために苦労した。

　一方では、1976 年頃から 405 GeV/c pp 反応
(FNAL 30” 泡箱) の写真の測定解析を始めた。V 
粒子を選択的に測定解析して、Ks と Λ 粒子の包
含多重発生の研究を行い論文に発表した [3]。第 1
回泡箱実験 E06 の写真についても同様の解析を行
い、1978年夏の高エネルギー物理学国際会議(東京)
に於いて 405 GeV/c pp 反応の結果と比較した [4]。
その後も、FNAL, SLAC, E06 の泡箱写真をはじめ、
泡箱実験 E62 (代表者・吉村喜男)(1979-1981 年) 
3.0, 4.5, 4.0 GeV/c  反応の解析が精力的に進めら
れ、研究成果は十数編の論文に発表されている。
　吉見は 1979 年 1 月から SLAC に 3 年間出張し、
PEP-DELCO 実 験 に 参 加 し た。 帰 国 後 は 
TRISTAN-TOPAZ 実験に参加した。

参考文献
[1]  A. Ono et al., Nucl. Instrum. Methods 141, 193 

(1977).
[2]  小野厚夫，KEK陽子シンクロトロン・その 35年の

軌跡，24 (2005)，および情報提供．
[3]  H. Kichimi et al., Phys. Lett. 72B, (1978) 411.
[4]  H. Kichimi, Proc. of the 19th ICHEP, Tokyo, 80 

(1978).

2-4.	泡箱実験の回想（菅原	龍平）
　私は、KEK が発足した年の翌年、1972 年 9 月
に、物理研究系泡箱部門の助手として着任し、泡

箱写真解析を担当することになった。当初、泡箱
ビームライン (K1) を建設し、第１回の泡箱実験の
責任者と目されていた佐藤任弘氏が、SLAC へ長期
出張する事になり、その後を私が引き継ぐことに
なった。そこでまずは、既に並べられていたビー
ムライン電磁石群のアライメントから始めた。次
に、泡箱内の磁場測定を行なった。泡箱には実験
中、約 18 kG の高磁場がかけられている。この磁
場分布を知ることが、泡箱実験にとっては重要な
事である。3 個のホール素子を互いに直交して設置
した、１辺 4 cm の立方体の測定ヘッドを、全長 
2.7 m のアルミ製ロッドの先に付けて、これを泡箱
領域に下ろし、測定を行なった。詳しくは、文献 [1]
をご覧頂きたい。
　さて、泡箱実験についてであるが、私が実験責
任者となり、“6 GeV/c π-p” 実験 E06 が採択され、
1977 年〜 1978 年にかけて、21 万枚の写真を撮る
ことに成功した。これが本所では最初の泡箱実験
であるので、泡箱装置が安全に、長時間稼働でき
るのか、写真測定・解析システムも含めて、性能
が十分に出るのか、等々を確認するということが
重要な使命でもあった。泡箱写真は、手動式測定
装置と、当時 KEK で初めて開発された自動測定装
置 KAMA の両方で測定された。実験で撮影された
写真中の V 粒子の測定で、K0 粒子および Λ 粒子
の質量の測定誤差がそれぞれ 4.3 MeV および 
1.5 MeV であったことから、泡箱および写真測定・
解析システムの性能が十分であることが実証され
た。撮影が終わった後、その測定・解析を行なっ
た訳であるが、当時世界的には、10 GeV/c 以下の
研究はほぼ終わっており、そのような状況下で、
“6 GeV/c π-p” の物理結果を出すのには苦しいもの
があった。それでも 1979 年に論文を専門雑誌に投
稿した [2]。泡箱実験は、合計 8 件の実験 [3] を行
なった後、1981年7月にその全てを終了した。私は、
“6 GeV/c π-p” の解析が一段落した、1979 年 10 月
に SLAC に出張し、約３年間滞在したが、1981 年
に小濱先生から、「泡箱部門は閉鎖されました。従っ
て、菅原さんは KEK に戻って来る必要がなくなり
ました」と、冗談交じりの連絡があり、びっくり
した思い出がある。帰国後、TRISTAN プロジェク
トの TOPAZ グループに参加した。

図 4　KEK�1m�HBC�の泡箱写真撮影装置 .
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参考文献
[1]  R. Sugahara et al., ”Semi-automatic field mapping 

in the magnet for the KEK-1m bubble chamber”, 
KEK-EXP-FACILITIES-79-6, November 1979.

[2]  R. Sugahara et al., "Inclusive strange particle 
production in π-p interaction at 6 GeV/c", Nucl. 
Phys. B156, (1979) 237; KEK-PREPRINT-79-02, 
(1979).

[3]  高橋嘉右，「3. 素粒子実験 II. 泡箱」， 日本物理学会
誌 第 35 巻 第 5 号．
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PF 測定器 
フォトン・ファクトリーについて

太田 俊明、野村 昌治

1.	フォトン・ファクトリー計画の実現
　「X 線まで利用できる、夢の光、“放射光”の研
究所を作ろう。」という、まさに夢のような計画を
高良和武教授（当時、東大工学部）が描き始めた
のは 1970 年前半である。

　当時、DESY （独）、Daresbury （英）、SLAC （米）な
どで、素粒子実験用の蓄積リングを放射光実験に
も使おうという動きが始まり、いくつかのパイオ
ニア的な研究が出始めた頃であった。我が国では
東大核研のシンクロトロンを入射器にした紫外・
軟 X 線放射光専用の小型蓄積リング SOR-RING 
の建設が始まった頃である。当時の状況からみて、
これはとてつもない野望であった。高良教授はそ
の夢を実現すべく、結晶研連や学振の部会などで、
地道に放射光の魅力を説いて回る布教活動を始め、
同志を集めていった。それと並行して、電子加速
器の専門である東大核研や高エネルギー物理学研
究所（当時、KEK）にも相談に行った。その頃、高
エネルギー物理学研究所の西川哲治教授は、電子・
陽電子衝突実験用の大型電子蓄積リングの建設、
いわゆる TRISTAN 計画を持っていた 1)。これは、
放射光科学研究所設立計画よりも遙かに巨大なプ
ロジェクトであったが、奇しくも利害が一致して、
1)　 西川教授は東大時代に、高良教授と共同研究もされており、西川教

授の父親は日本でX線回折、結晶構造解析の基礎を確立された西川
正治教授である。

高エネルギー物理学研究所内に付属施設として建
設するならば、加速器建設を全面的に支援すると
いうことになり、夢のような計画が急に現実味を
帯びることになった。もちろん、これは全国規模
のプロジェクトであり、「フォトン・ファクトリー」
計画と名付け、懇談会を組織した。その幹事とし
て、江橋節郎（東大医・教授）、飯高洋一（東大薬・
教授）、加藤範夫（名大工・教授）、鎌田仁（東大工・
教授）、菊田惺志（東大生産研・助教授）、黒田晴
雄（東大理・教授）、佐川敬（東北大理・教授）、佐々
木泰三（東大教養・教授）、田中郁三（東工大理・
教授）、難波進（阪大基礎工・教授）、冨家和雄（東
大核研・教授）、三井利夫（阪大基礎工・教授）ら
がいた。この計画には、茅誠司氏（東大前総長）
や伏見康治氏（学術会議議長）からも強力な後押
しがあり、次第に外堀を埋めていった [1]。本丸は
政府であるが、まず文部省においては、重藤学二
氏（研究機関課長、当時）らからも積極的に支援
していただいた。しかし、当時としては巨額な予
算を投じる大型プロジェクトであったため、大蔵
省を説得する必要があり、主計局へ陳情に行かな
ければならなかった。当時の大蔵省主計局は絶大
な権力を握っており、これは大変な難関であった
が、非常に幸運なことは、当時の主計局長 吉瀬維
哉氏の娘婿が黒田研究室の助手であったことであ
る。多くの陳情者を尻目に、スムーズに陳情を受
け入れてもらえ、計画の実現が確定的になった。
　1976 年に KEK にフォトン・ファクトリー計画
専門委員会が設けられ、1977 年度予算として「放
射光実験施設」（フォトン・ファクトリー）の建設
のための設置調査経費が認められることになり、
計画が大きく前進した。しかし、それからが正念
場であった。これまでは夢物語で大法螺を吹いて
いればよかったが、それからは総予算 200 億円近
い大型プロジェクトを具体化して、概算要求書を
作成しなければならない。そのために、黒田晴雄
教授を委員長に据え、前述のメンバーを中心にし
た「放射光実験施設設置調査委員会」が KEK 内に
設置され、その下で実際に建設計画を策定し、概
算要求書のたたき台を作成する実働部隊を編成し
た。

図 1　�高良和武初代放射光実験施
設長．
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　加速器の方は KEK が中心になり、［入射器］田
中治郎（KEK）、佐藤勇（KEK）、［光源］冨家和雄
（東大核研）、木原元央（KEK）らが参画した。電
子蓄積リングの初期設計は、エネルギー 2.5 GeV、
基本構成が FODO 磁石配列のスーパーラティス 6
組から構成されるものであり、2.1 m の中直線部を
6 か所持つ、ほぼ円形構造であった。しかし、将来
的にいろいろな挿入デバイスを導入することを見
越して、ぎりぎりになって 5 m の直線部を 2 か所
設ける方針変更を行った。エミッタンスの初期目
標 値 は 200 π nmrad で あ り、 ほ ぼ 同 時 に 
Brookhaven National Laboratory で進行していた
同規模の NSLS 計画に比べると 1 桁大きかった。
これは、確実に予定の期限内に立ち上げなければ
ならないという我が国の厳しい縛りの中では、や
むを得なかったものと思われる。実際、このおか
げで NSLS より 1 年以上早く実験を開始できた。
電子蓄積リングで、挑戦的な取り組みは縦型超伝
導ウィグラーの導入であった。Daresbury に超伝
導ウィグラーが導入されていたが、縦偏光の放射
光を発生するウィグラーを開発することにより、
ユーザーからの強い要望に応えたものであった。
　入射器である線型加速器ではフルエネルギー
入射が可能なように、2.5 GeV まで加速する設計
になった。長さ 400 m の加速器というのは放射
光源にはオーバースペックであったが、将来の 
TRISTAN リングへの入射器としても利用すること
を見越した設計であった。
　これに対して、放射光実験施設内の［実験設備］
に関しては、高良和武が責任者になり、実働部隊
として、高良研出身で英国留学から帰国したばか
りの安藤正海氏と、黒田研の助手であった太田が、
それぞれ、硬Ｘ線と軟Ｘ線を担当することとして、
割り当てられることになった。実験設備に関して
は、フォトン・ファクトリー懇談会で編成された
作業グループ（WG）と調整をとりつつ、かつ、世
界の先行する放射光施設の情勢も見究める必要が
あった。ビームラインの計画としては、硬X線用（縦
型ウィグラーを含む）3本、軟X線用2本の合計5本
であった。それぞれのビームラインが 3 〜 4 本の
ブランチに分かれるために、実験ステーションの
数は約 20 になった。

2.	建設から立ち上げ
　1978 年 4 月、高エネルギー物理学研究所の施設
として、放射光実験施設が正式に発足した。企画
立案に携わったメンバーがそのまま移行し、施設
長　高良和武、光源系主幹　冨家和雄、入射器系
主幹　田中治郎、そして、佐藤勇（入射器系）、木
原元央（光源系）、安藤正海（測定器系）らが中心
になり、これに KEK 加速器研究部を始め、全国か
ら次々に新しいメンバーが加わった。特に、3 年後
に、INS-SOR 建設の立役者でもあった佐々木泰三
氏が東大教養学部から移って測定器系主幹となり、
施設長、3主幹が揃い、施設の初期体制が固まった。
　高エネルギー放射光施設の建設は我が国で初め
てであり、400 m という世界で SLAC の次に長い
入射器の建設において、周長 187 m のストレージ
リングの建設において、そして、放射光 X 線ビー
ムライン建設において、いろいろ解決すべき課題
が山積していた。特に、建設予定地は関東ローム
層でできた軟弱な地盤であり、床が変動したり、
振動したりしては困る。そこで、光源棟部分は長
さ 30 m のパイルを 1 m おきに打ち込んで地盤を
強化するという追加作業が必要であった。
　ビームライン建設に限ってみても、光学系の耐熱
性、耐放射線性、超高真空、放射線防護など、い
ろいろ懸念材料が満載であった。ただ、実験ステー
ションの建設は加速器よりも 3、4 年遅れになるの
で、十分な検討時間があったことは幸いであった。

図 2　�初期計画での光源棟と研究棟のデザインスケッチ．
実験ホールは BL-10 より下流のみ設置可能であった．
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　フォトン・ファクトリーが始まると、これまで
のように高エネルギー物理だけでなく、化学、生
物など様々な分野のユーザーを受け入れることに
なる。放射線安全を中心にした共同利用研究所の
維持・運営のためには大学の実験室にはない厳し
いルールに従ってもらう必要がある。いろいろな
取り決めにあたって、管理者側で「ユーザー性悪説」
論者の冨家光源系主幹をいかに説得して、ユーザー
に気持ちよく利用実験をしてもらうようなルール
作りをするかが大きな課題であった。
　建設は 1978 年から 5 か年計画として入射器から
始まったが、光源棟の建設が始まる直前になって、
建屋の大幅変更が行われることになった。
　当初の設計ではビームラインが 5 本建設される
予定であり、リング全周の 40% の部分だけに実験
棟が建設されることになっていた（半月と称し
た）。しかし、後になってビームラインを増やすた
めに実験棟を増築するくらいならば最初から実験
棟だけでも大きくしておけないか、ということで、
光源棟建設間近になって、高良施設長が文部省に
掛合うことになったのである。「ユーザーは今後
1,000 人ぐらいすぐ増える。また、産業界も専用の
ビームライン建設を望んでいる。だから、中途半
端な実験棟ではなく、全周に亘る実験棟を建設す
る予算をつけてくれないか。」と文部省を説得した。
研究機関課長の回答は、「もし、1,000 人のユーザー
の実名リストを明日までに提出できるならば、認
めてやってもよい。」というものであった。当時、
我々が把握していた潜在ユーザーの数は多く見積
もっても 200 人程度であったから、1,000 人のリス
トというのはとんでもない数字であった。いろい
ろな学会名簿を急遽取り寄せて、スタッフ総掛か
りで少しでも可能性のありそうな人名をピック
アップしていき、徹夜作業でなんとか 1,000 名の
リストを作ることが出来た。文部省がその名簿を
どこまで信用したかは定かではないが、なんとか
実験棟の満月案が認められることになった。
　1982 年に出来あがった実験棟は巨大な体育館の
ような大きなホールであり、これにビームライン
を次々に建設していくのかと思うと気が遠くなる
ようであった。

　ちょうどその頃、フランスのミッテラン大統領
が初来日することになったが、その際、筑波研究
学園都市へ視察に来るという噂が流れてきた。ど
こを視察するのかで各研究所が色めき立ったが、
目的が高エネルギー物理学研究所であることが分
かり、西川所長（当時）は鼻高々だったと思う。と
ころが意外にも、大統領のお目当ては、TRISTAN 
計画を始めとする高エネルギー実験施設の視察で
はなく、フォトン・ファクトリーであった。後で
分かったことではあるが、当時フランス政府の科
学顧問が放射光の専門家であったことから、大統
領に新しく建設される放射光施設の視察を勧めた
ものと思われる 2)。国内ではそれほど知られていな
かったフォトン・ファクトリーであったが、欧米
の科学界では大きな話題だったのである。1982 年
4 月 17 日にミッテラン大統領が視察に来訪された
が、入射器やリングへの入射部には視察用に「ミッ
テラン通り」と名付けられた赤い絨毯が敷かれ、
広々とした実験ホールに特別の席を設けて、説明
会が行われた。
　それから 1か月も経たない 5月 8日、当時の鈴木
善幸首相、中川一郎科学技術庁長官らの一行が視
察に訪れ、我が国でもフォトン・ファクトリーが
認知されることになった。
　光源の建設は順調に進み、予定通り 1982 年 3 月
にはリングを電子が周回することに成功した。放
射光を用いた初めての実験は、X線トポグラフィー
であった。放射光白色 X 線を試料に当てて、結晶
が融解して行く様をリアルタイムで観測出来る映
2)　 ESRF を Grenoble に建設することが決まったのは 1984 年秋、

LURE の Super ACO の建設が認められたのは 1985 年である。

図 3　ミッテラン仏大統領（中央）と西川 KEK 所長（右）．
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像をみて、放射光の威力をまざまざと実感した。
これは NHK のニュース番組でも取り上げられた。
光が出始めると、ビームラインの建設がこれまで
と打って変わって急ピッチになった。目玉であっ
た EXAFS ビームラインも比較的早く立ち上がり、
多くのユーザーが利用を始めた。実験室 X 線で数
時間から 10 数時間かかっていた測定が、わずか 10
数分でできるのである。この時期には、科学雑誌
の取材も何度かあり、また、小松左京の SF 映画の
ロケシーンとしても実験ホールが用いられた。ま
さに、当時の我が国の最先端科学を象徴する施設
だったのである。
　最初に予定されていた 4 本のビームライン（BL-
10, 11, 12, 15）の 13 の実験ステーションの放射光
を使った調整は 1982 年 6 月から始まり、調整の出
来たビームラインは 1983 年度から順次一般ユー
ザーを対象とした共同利用に供された。短期間に
測定器研究系スタッフ数より多い実験ステーショ
ンを立ち上げることができたのは、設計段階から
実験装置毎に WG を作り、関心を持つユーザーが
立ち上げに貢献したことが大きい。当初、潤沢に
あると思われたビームライン建設予算であったが、
線形加速器の大幅な赤字補填のために、かなり厳
しいものになり、性能仕様を定めてメーカーに設
計製作を依頼する余裕はなかった。実際、我が国
で放射光用のビームラインや分光器製作の経験を
持った企業は限られ、超高真空、超精密駆動機構、

遠隔操作機構、耐熱、耐放射線光学材料の使用など、
従来の分光ビームラインではなかった厳しい仕様
を満足させるために、スタッフや建設協力者が部
品図から設計しなければならなかった。
そして、町工場に製作を依頼することでかなり割
安に完成されることが出来た。これらの経験と実
績を身につけた企業が、その後次々に建設された
国内外の放射光施設でビームライン、実験装置や
計測系の製作に活躍することになる。
　物質科学・生命科学分野 3) では多くの研究対象を
様々な手法を使って研究することで総合的な理解
を深めることが多い。このため、放射光をプロー
ブとしても、利用するエネルギーや実験手法の違
いにより多くの実験装置が必要とされた。実験装
置の数は実験ステーションの数より多く、装置の
入れ替え、調整を余儀なくされ、ただでさえ限ら
れたビームタイムを圧迫した。この課題に対応す
るため、ビームラインの整備が進められ、偏向電
磁石光源の BL-4 や縦型超伝導ウィグラーを光源と
する BL-14 も 1983 年度には共同利用に供されて
いった。
　放射光の威力を実感することで、ユーザー数は
急速に増えていき、「ユーザー数がすぐに 1,000 人
になる。」という大法螺も数年後には現実となった。
　1980 年代前半はバブル景気が始まった時期であ
り、我が国の産業は重厚長大から軽薄短小に転換
を始めていた。ちょうどその時期にフォトン・ファ

3)　 放射光ユーザーの研究分野は物質科学・生命科学に限らず、自然科
学全般に亘るが、以後このように記す。

図 4　�最初の放射光を利用して得られた�Si�(111)�ウエファー
のラウエ回折像．

図 5　1983 年頃の BL-15 を臨む実験ホール．
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クトリー（PF）が稼働を始めたことは、半導体関
連企業の大きな関心を集めることになった。産業界
にとって放射光は、最先端分析評価ツールとしてだ
けでなく、X線リソグラフィーを用いた超精密加工
や光化学反応の光源としても注目されていた。高良
施設長からの強い要請もあり、半導体企業が専用の
ビームラインを持つという動きが起こった。
　最初に名乗りを上げたのが NTT であり、1984
年に稼働、それに続いて、日立、NEC、富士通が
専用のビームラインを建設することになった。フォ
トン・ファクトリーの職員は自分の担当ビームラ
インの運用で手一杯で、これらのビームラインの
建設・運転に関与する余裕は殆どなく、これらの
企業でビームラインの建設・運転に関わった方々
は、後に SPring-8 をはじめとする放射光施設の産
業利用で重要な役割を果たされ、口々に「PF で良
い勉強をした」と話される。一方、大学関係でも、
東大物性研、東大理学部附属分光化学センターが、
限られたマシンタイムに心配することなく実験出
来る場所として、専用のビームラインを建設する
ことになり、閑散としていた実験ホールもみるみ
るうちに一杯になっていった 4)。
　立ち上げ初期に特筆すべきことは、アンジュレー
ターの導入である。世界の施設がアンジュレーター
の開発に取り組んでおり、SSRL では 1979 年に 
Winick 副所長らが電磁石を用いたアンジュレー
ターを開発した。しかし、電磁石では周期長が長
くなって実用にはほど遠かった。ちょうどその頃、
住友特殊金属が超強力な SmCo5 永久磁石を開発
した。Winick 氏から、これを用いればもっとコン
パクトで強力なアンジュレーターができるのでは
ないかという提案があり、早速、佐々木主幹、北
村英男氏が中心になって、SmCo5 永久磁石を用い
たアンジュレーターの開発に取り組み、プロトタ
イプ機を SOR-RING に導入して、アンジュレー
ターとして機能することを実証した。そして、長
直線部（BL-2）にアンジュレーター実機を設置し、
1985 年には世界に先駆けて、アンジュレーター光
の利用実験を行うことができた。その後の改造、
改良を通して、第 3世代光源に必須のアンジュレー
ターに関して世界をリードしていくことになる。

4)　 これらの他にもいくつかの大学、企業、企業連合が専用ビームライ
ン建設に強い関心を示した。

　初期のビーム寿命は短く、急に電流が減少する
こともあり、しばしば実験の途中で入射となって、
測定のやり直しもしばしば起きた。更に TRISTAN 
の土木工事も影響して光源棟が傾き、放射光の光
軸も不安定で、光源系主幹から「週の頭には光軸
を調整する」よう要請された。また、入射中は全
員実験ホール外へ退避することとなっており、ホー
ル内に人が残っていないことを確認して入射を開
始していた。実験ホールから退避しても居場所が
ないという、今から考えると劣悪な研究環境であっ
たが、ユーザーの多くは喜々として実験していた。
1982 年秋には PF 研究棟が完成し、ユーザーの居
場所も出来たが、すぐに職員の居室に転用せざる
を得なくなった。
　この時期 X 線を含む放射光利用実験のために作
られた外国施設として SRS、NSLS があげられる。
SRS は Daresbury Lab. で NINA の跡地に作られ、
1981 年から利用された 2 GeV の光源で、1985 年
には High Brightness Lattice 化が進められた。
NSLS は VUV リ ン グ（1982 年、0.7 GeV、
160 nmrad）と X線リング（2.5 GeV、75 nmrad）
からなり、PF より早く利用開始予定であったが、
無理な予算の下でスタートしたことや ISABELLE 
の問題もあり、X 線リングの利用開始は 1984 年に
遅れた [2]。PF は非常に計画的、組織的に建設さ
れた、当時としては大規模な放射光施設であり、
本格的な TRISTAN 建設の前に稼働を始めたこと
でスムーズに利用フェーズに進むことができた。
　1986 年には 6 〜 10 GeV、2 nmrad の新リング
や対応したX線利用研究の検討もなされ [3]、これ
らが SPring-8 の計画につながるなど KEK の枠を
超えて放射光利用計画が広がっていった。

3.	放射光コミュニティの拡大
　1987 年 2 月期に、それまでの ε = 400 nmrad 
から 130 nmrad へ高輝度化したが、外気温の変化
による軌道変動が顕著になり、ユーザーからは元
へ戻して欲しいという声も出た。その後、放射光
をモニターして電子軌道を安定化することや光源
棟屋根の断熱工事（1989 年）により、光軸の安定
化が図られた。
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　その後も、放射光利用の需要は拡大し、実験手
法に対応して実験装置もますます多様化していっ
た。偏向電磁石を光源としたビームラインを整備
するとともに、より高輝度の放射光利用を進める
ため BL-16、13、19、28 などでの挿入光源を利用
したビームラインの整備や非密封 RI を利用する実
験の開始などビームライン・実験装置・実験環境
の整備が精力的に進められ、1993 年には計画が定
まっていない利用可能なビームポートは BL-5 のみ
となった。当初は広々としていた実験ホールも手
狭になり、実験装置の調整や不足する職員居室対
策のため 1993 年に PF 実験準備棟が建設された。
　フォトン・ファクトリーが本格的に稼働した直
後の 1984 年には TRISTAN の Accumulation Ring 
（AR）を放射光源として利用する検討報告が出され
[4]、北東部に放射光利用実験を行える場所が作ら
れ、テストビームラインの建設が進められた。そ
の後 1989 年からは共同利用に移行し、TRISTAN 
の入射の合間だけの寄生利用であったが、PF リン
グでは得難い高エネルギーの X 線を利用したコン
プトン散乱実験や高圧実験、バンチ構造を生かし
た核共鳴散乱実験など先駆的な実験が行われた。
　PF リングでも 2.5 GeV マルチバンチ運転に加え
て、シングルバンチ運転が加えられ、特に極紫外・
軟 X 線域におけるパルスの時間構造を活用した実
験が進められた。また、3 GeV 運転も開始され、
寄生モードの AR では難しかった約 15 keV 以上の
硬 X 線を利用する実験に用いられるなど、より多
くの研究目的に利用されるようになってきた。

　当時、欧米では、SSRL、NSLS、HASYLAB （独）、
SRS、LURE （仏）などいくつかの放射光施設が利
用されていたが、フォトン・ファクトリーはアジ
アで唯一の放射光施設であり、中国、韓国などの
研究者にも活用された。また、オーストラリアは
専用ビームライン BL-20B を建設し、1992 年から
実験を開始した。専用ビームラインを設ける事で
豪国内の放射光ユーザーが増え、実績を上げるこ
とで後の Australian Synchrotron 建設の駆動力と
なった [5]。
　フォトン・ファクトリーの共同利用が軌道にの
ると同じころ、1983 年秋には分子科学研究所の 
UVSOR （0.75 GeV）も稼働した。放射光の魅力が
広く理解されてくると、移転計画を抱えていた東
北大学、九州大学、広島大学、そして、東大物性
研が先端科学施設の目玉として、放射光施設の導
入計画を打ち出すようになった。また、科学技術
庁による 6 GeV・SR （現 SPring-8）や NTT 厚木研
究所、SORTEC 等の計画が次々と提案された。また、
重厚長大産業で不況にあえいでいた造船業、電力
機械メーカーが新しいターゲットを放射光加速器
の開発に向けるようになり、コンパクトで廉価な
放射光施設の設計・建設を始めた。当時、Nature 
誌で、“Synchrotron fever grips Japan”と揶揄さ
れたほど、我が国における放射光施設への期待が
高まったのもこの頃である [6]。1996 年に立命館
大学 SR センター（0.6 GeV）、1997 年に SPring-8 
（8 GeV）、1998 年に広島大学 Hi-SOR （0.7 GeV）
の運転が始まる一方で、INS-SOR が 1997 年に停
止した。
　放射光の有用性が高まることと並行して、高輝
度化が進み、Super ACO （0.9 GeV、仏）、ALS （1
〜 1.9 GeV、米）、ESRF （6 GeV）、PLS （2 GeV、韓）、
TLS （1.3 GeV、台 ）、APS （7 GeV、米 ）、BESSY-II 
（1.9 GeV、独）など、アンジュレーターの利用に重
きを置いたいわゆる第三世代放射光実験専用施設
が次々と共用を開始した。
　1988 年には AR だけでなく TRISTAN の MR を
ε = 1 nmrad 以下の高輝度放射光源として利用す
る検討報告が出された [7]。最終的に MR は 
KEKB として利用することとなったが、TRISTAN 
実験終了後の 1995 年後半には、MR の筑波直線部

図 6　AR 北東棟に設置されたビームライン．

PF 測定器フォトン・ファクトリーについて 
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にアンジュレーターを設置し、10 GeV、10 mA、
7 nmrad という高輝度光源を用いた放射光実験が
行われた。加速器調整を含めて約 3 か月という限
られた期間であったが、高熱負荷への対応技術、
ダイヤモンドを使った光モニターなどの評価技術、
マイクロビーム形成や分析、二光子相関の観測な
ど高輝度光源を使った実験を行い、後の SPring-8 
の建設にとっての重要な経験を積んだ [8]。

4.	機構化後
　1997 年には機構化され、これに伴って入射器研
究系は加速器実験施設へ移り、組織としての放射
光実験施設は物質構造科学研究所（物構研）の三
研究系となった。同時に低速陽電子実験施設が入
射器から物構研へ移った。また、2 回目の高輝度化
がなされ、1998 年度より ε = 36 nmrad での共同
利用が開始された。今回は軌道のフィードバック
もあり、大きな支障も無く運転を開始した。エミッ
タンスの減少は特にアンジュレーター光に効果的
で、輝度を追い求める実験にとってアンジュレー
ターが不可欠な光源であることがユーザーに強く
認識されてきた。
　最後に残された直線部（BL-5）にも 2002 年に多
重極ウイグラー（MPW）を光源としたタンパク質
結晶構造解析ステーションを建設することとなり、
リソース、特に挿入光源の不足が深刻になってき
た。リングの改造により、既存の直線部の長さを
長くし、加えて新たに 4 か所の短直線部を利用出

来ることが見込め、2005 年には直線部増強計画と
して、リングの改造が行われた。短直線部には AR 
用に開発された真空封止アンジュレーターの技術
を活用して、短周期の真空封止アンジュレーター
を光源とするビームラインを順次建設した。この 4
か所の短直線部に設置した挿入光源からの放射光
を使用するビームラインを設置する場所には既に
偏向電磁石光源を用いたビームラインが設置され
ており、これらのステーションで行われていた研
究活動との調整が課題であった。
　幸か不幸か、SPring-8 が産業利用に注力したこ
とや半導体摩擦後の各社の置かれた状況を反映し
て、企業が建設したビームラインは順次委譲され
た。ユーザーニーズに応えようと実験ステーショ
ンを建設したため、2000 年にはステーション数が
70 に上り、職員数と比較しても過負荷となった。
中には競争力が低下し、利用者が少なくなった所
もあり、個々のビームラインを評価した上で、増
強された挿入光源を生かして成果を最大化出来る
様に、ビームラインの改廃、再配置を進めた。ま
た、技術の発展を反映してビームライン・実験装
置の改良を進め、PF リングで利用出来る長直線部
（９m級）2か所、中直線部（５m級）5か所、短直線
部（１m 級）4 か所、計 11 台の挿入光源（アンジュ
レーター 9、MPW 1、VW 1）が現在も利用されて
いる。この頃になると KEK の予算も厳しくなり、
外部資金を使ってビームライン・実験装置を建設・
改造することが増えてきた。特に生命科学系では
国のプロジェクト予算、企業からの資金等を活用
して、挿入光源ビームラインが急増するとともに、
ロボットの活用やリモートアクセスなどの技術開
発も進められた。また、2001 年には構造生物実験
準備棟が竣工し、試料調製や結晶化など放射光利
用実験だけでなく研究を進める環境の基礎が出来、
その後クライオ電子顕微鏡の共同利用も開始した。
　KEKB の建設、立ち上げに伴い、1996 年から
1999 年にかけて AR を用いた実験の機会は限られ
た。しかし、入射器から KEKB へ直接入射するこ
とによって AR が放射光利用実験専用となり、そ
のための加速器の整備が進められた。エミッタン
スは大きいものの、高エネルギーで常時単バンチ
運転される特徴ある光源として Photon Factory 

図 7　�実験ステーション数の変遷．緑は偏向電磁石光源利
用，赤は挿入光源利用であり，最近は半分弱の実験
ステーションで挿入光源を利用．
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Advanced Ring （PF-AR）と称することとし、北棟
に実験ホールを整備した。放射光実験に専用化す
ることにより、運転スケジュールやビーム状態も
改善し、放射光を物質科学・生命科学研究のツー
ルとして共同利用に供す環境が整い、両リングを
見渡して実験ステーションの最適化を図ることが
可能になった。運転再開後の 2001 年には北西棟が
建設され、ERATO プロジェクトによる時間分解実
験ビームライン NW14 やタンパク質構造解析用
ビームライン MW12 などの整備が進められ、
PF-AR は名実ともに放射光施設となった。
　SPring-8 で共用が開始されてもフォトン・ファ
クトリーに対する需要は高く、ユーザー数も 3,000
名 5) を超え、理系学部のあるほぼ全ての国立大学か
ら利用される程になった。その結果、共同利用の
成果として毎年約 600 報の報文、約 200 報の修士
論文、約 60 報の博士論文が登録されており、自然
科学・技術研究や人材育成に不可欠な存在となっ
たことが理解出来る。世界的にも、“Synchrotron 
radiation is now just part of the everyday tool kit of 
many scientists, and is no longer just the frontier 
research tool for the few” [9] と書かれたように、
少数の研究者による先進的な利用研究だけでなく、

5)　 ここに示したのは individual user 数である。施設によっては延べ
人数や来所回数を含めた複雑な計数をしているところもあるので要
注意。

幅広い研究者が利用して成果を上げるための研究
基盤（Research Infrastructure）と位置づけられて
きた。
　中国の BEPC 改造時（2006 〜 2007）、韓国の 
PLS-II 建設時（2010 〜 2011）など自国の施設を利
用出来ない期間、フォトン・ファクトリーでそれ
ぞれのユーザーを受け入れた。また、2008 年から
は、インド政府科学技術庁（DST）にビームライン
を貸与し、DST 予算で実験装置を整備し、専用ビー
ムラインとして利用を開始し、安倍首相訪印時に
は名指しで期待が表明された [10]。
　2011 年 3 月 11 日に東日本大震災が発生し、仮
設の実験装置などは転倒し、定盤上から実験装置
が転落するなど大きな被害を受けた。当日朝9:00に
当期の共同利用実験が終了し、多くのユーザーは
片付けを終えて、帰宅の途についた後に震災が発
生したことは、不幸中の幸いであった。被災した
装置の復旧や狂ったアライメントの調整等に時間
を要することが見込まれ、この間ユーザーの実験
機会を確保するため、国内外 14 施設の協力を得て、
共同利用課題を実施した。
　運転開始から 15 年を経た 1990 年代後半には、
（1）多くのユーザーのニーズに先進的実験機会を提
供できること、（2）ビームプローブとしての鋭い先
端性をもって、新しい可能性を切り開きユーザー
に提供すること、（3）先端的手法を、汎用的手法へ
することを重視して再び将来計画の検討を開始し
た。当初は諸外国で進行中の高輝度蓄積リング型
の光源を検討したが、「KEK でしか出来ないもの
を」という木村所長の指導の下、Energy Recovery 
Linac （ERL）型光源の検討を進めた。小間所長の
着任後、東京大学が提案していた計画との統合を
目指し、蓄積リング計画を立てたが最終的に合意
に至らず、再度高輝度、短パルス光源を実現する
可能性がある ERL を選び、数年間の技術実証後、
2014 年供用開始を目標とした。震災の影響や機構
財政の悪化により、cERL を用いた原理実証に時間
を要している間に、SLAC、DESYは photon science 
に重心を移し、MAX-IV では MBA ラティスを用
いて 0.3 nmrad が実現され、多くの施設がこれに
追随する動きを見せている。

図 8　�論文・学位論文数の変遷．青線は論文数（左軸），赤
棒は博士論文，緑棒は修士論文（右軸）SPring-8�稼働，
運転時間の削減にもかかわらず，多くの研究成果を
生み出し続けている．また、多くの学位論文に示さ
れるように，人材育成に大きな貢献をしてきた．
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　この間も、蓄積電流値を一定に保ち、熱負荷を
一定にすることで光学系を安定化する top-up 入射
（2009 年）や単バンチと多バンチ利用研究の共存を
図る hybrid 運転（2013 年）など運転の改善も図ら
れ、ビームライン・実験装置の高度化も継続的に
進められた。

5.	放射光利用研究と共同利用
　Small science 分野では、個々の研究者が種々の
研究対象について多様な研究手法を活用して研究
を進めるという多様性に特徴がある。多くの研究
者は知りたい情報を得られる手法を求め、試料と
手法それぞれの特徴を上手く組み合わせて優れた
成果を生み出そうとしている。従って、求める情
報を比較的容易に引き出せる研究手法を開発し、
それを多くの研究者が活用出来ることが重要であ
る。今日ではタンパク質の結晶構造解析や XAFS 
など放射光なしには実施困難で、多くのユーザー
に利用される手法も少なくない。また、放射光利
用に刺激されて、市販の X 線実験装置の性能や利
便性が改善されてきている。
　フォトン・ファクトリーを利用した研究成果は
18,000 報を超える論文、4,700 報を超える学位論
文として報告されている。フォトン・ファクトリー
で開発された技術などで、国内外の多くの放射光
施設で活用された例をいくつか取り上げる。初期
の二次元検出器というと写真乾板やフィルムで
あったが、富士写真フィルムが開発したイメージ
ングプレートを放射光実験用に使うことで著しく

感度が向上し、またデータの読み出しが容易になっ
た。また、四軸回折計を使って行われていたタン
パク質の結晶構造解析実験に巨大分子用ワイセン
ベルグカメラを導入し、その後の CCD や PAD を
用いた実験の先駆けとなった。マルチアンビル型
の高圧プレス MAX-80 も、その改良型が国内外施
設で多用されている。X 線の偏光を制御する移相
子の開発、放射光を用いた光学素子清浄化など今
日では常識となったフォトン・ファクトリー発の
技術も少なくない。また、フォトン・ファクトリー
からの依頼に基づき製作した分光器や実験装置な
ども市販され、国内外の放射光施設で用いられて
いる。
　放射光利用実験のウエイトは偏向電磁石光源の
利用から高輝度・高コヒーレンスを求めてアンジュ
レーターの利用にシフトしており、中国では数十 
pmrad の高輝度放射光施設の計画も進行している。
一方で、多くの放射光利用研究は試料の情報取得
を目指しているため、高輝度の放射光によって試
料が損傷しては元も子もなくなり、必ずしも輝度
や強度だけで研究成果が決まるものでもない。実
際、高輝度を誇る PETRA-III では、フォトンファ
クトリーなら偏向電磁石光源で出来る実験を行う
ために挿入光源を用いた装置整備をしている [11]。
　大規模の共同利用は small science 分野にとって
初めての経験であった。このため、最初の課題審
査では「職員でも PAC の承認を得ていない放射光
利用は認めない」ということになった。しかしな
がら、所外メンバーだけで構成されている課題も

図 9　今日の光源棟実験ホールの様子（BL-12 付近）． 図 10　�国内放射光施設のユーザー数．緑がフォトン・ファ
クトリー，赤が�SPring-8�[12]．
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多く、スタッフや WG メンバーによる光学系や装
置の調整なしに成果を上げることはほぼ不可能で
あり、この時間を確保するために佐々木主幹が「放
射光利用技術の開発」という課題を申請し、採択
された。その後は、共同利用に対する理解が深まっ
たためか、問題とならなくなった。また、この時
から、企業等の研究者に対する施設利用（有償利用）
も始まった 6)。その後、大型研究計画や初心者への
対応など改良を重ねて今日に至っている。
　放射光ユーザーの研究分野は多岐に亘り、学会
などで顔を合わさない人も多い。情報共有、意見
交換を目指して、フォトン・ファクトリー・シン
ポジウムが開催され、物構研シンポジウム、量子
ビームサイエンスフェスタのセッションとして継
続している。また、刻々と変わる施設の状況をユー
ザーと共有し、ユーザーと意見を交換する媒体と
して「フォトン・ファクトリー・ニュース」（現在
の “PHOTON FACTORY NEWS”）を刊行し、施設
の活動状況や利用実験の成果を諸外国とも共有す
るため “Photon Factory Activity Report”、“Photon 
Factory Highlights” を出版している。
　新たな研究手法を用いた研究活動がコミュニ
ティ内に限定されることなく、広く門戸を開いて、
新たなユーザーを呼び込み、新たな研究を拓くこ
とは科学・技術の発展にとって重要である。PF 利
用者の約半分は大学院生であり、課題責任者の約
30 % は新しい顔であるなど利用者が固定すること
なく、常に新しい人材が放射光利用研究に従事し
ている。フォトンファクトリーで開発された技術
や研究手法は国内外に定着し、新たな放射光施設
を作り出した。1982年度には400名強であったユー
ザーも、今日では 3,000 名を超え、国内の放射光
利用ユーザー数は10,000名に達しようとしている。
フォトンファクトリーは、今日でも SPring-8 とと
もに我が国の放射光利用研究を支える二本柱と
なっており、今後とも新たな研究手法の開発と新
たな放射光利用分野の開拓が期待される。

6)　 当時は、「国の施設を一私企業が使うのは如何か」というのが役所
の論理であった。後に外されたが、当時は施設利用にも成果の公表
が求められていた。

参考文献
[1]  「特集：シンクロトロン放射とその応用 －フォトン・

ファクトリー計画を中心に－」，科学，1974年 10月
号．

[2]  R. P. Crease, Phys. Perspect., 10, 438 （2008），ibid., 
11, 15 （2009）．

[3] 菊田惺志他編 , KEK Report, 85-16 （1986）．
[4] M. Ando, S. Kikuta ed., KEK, 83-26 （1984）．
[5]  R. Hobbs et al., Synchrotron Radiation News, 22 

（4） 29 （2009）．
[6] Nature, 323, 100 （1986）．
[7] 安藤正海他編 , KEK Report, 88-16 （1989）．
[8]  報告書「MR放射光総合報告会」, KEK Proc., 96-8 

（1996）．
[9] Nature, 387, 539 （1997）．
[10]  https://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/page3_ 

000635.html
[11] E. Welter, J. Synchrotron Rad., 19, 905 （2012）．
[12]  文部科学省次世代放射光施設検討ワーキンググ

ループ（第 1回）資料より．

PF 測定器フォトン・ファクトリーについて 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/page3_000635.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/page3_000635.html


40 KEK創立 50 周年記念誌

PF 加速器 
フォトン・ファクトリー 
光源加速器の歩み

坂中 章悟

1.	PF	2.5	GeV	リング
1-1.	PF	リングの建設とコミッショニング
　完成した暁には世界最新鋭となる放射光発生専
用加速器、フォトン・ファクトリー電子蓄積リン
グ（PF リング）の設計研究は 1972 年に東京大学
原子核研究所で始まり、1973 年からは KEK や他
機関からの研究者も参加して研究が進められた。
1976 年には高周波加速系と超高真空系の開発・試
験の予算が認められ、それらの試験が進められた。
これらの設計研究と実験結果をもとに、1978 年 5
月に PF リングの最終設計が決定された。
　PF リングはビームエネルギー 2.5 GeV （ギガ電
子ボルト）、周長 187 m の楕円形の電子蓄積型加速
器であり、その電磁石配列（ラティス）は 28 台の
偏向電磁石と 56 台のビーム収束用四極電磁石から
成る。長さ 5 m の長直線部 2 か所と 3.6 m の中直
線部 8 か所が設けられ、これらの直線部には高周
波加速空洞や入射用パルス電磁石の他、様々な挿
入光源が設置される。
　1977 年に放射光実験施設（フォトン・ファクト
リー）の設置調査費が文部省に認められ、1978 年

4月からPFリングの建設が開始された（図1）。1981
年 5 月〜 6 月には電磁石系がリングトンネル内に
設置され、その後電磁石電源の調整が約 2 か月間
行われた。次に、全ての電磁石の上半分を取り外
して真空チェンバーの設置が行われ、1982 年 1 月
に設置が完了した。PF リングの建設は、厳しい定
員の中、当時の研究主幹であった冨家和雄先生の
リーダーシップの下で放射光光源研究系のメン
バーと KEK 所内の協力スタッフの超人的な努力に
より進められ、1982 年春までに予定通り完成した。
世界で同規模の加速器としては、英国 Daresbury 
研究所の SRS が 1980 年に就航していたが、米国 
Brookhaven 国立研究所の NSLS X-ray リングはま
だ立ち上がっていなかった。
　1982 年 1 月に入射器である 2.5 GeV 電子リニ
アックが予定より早く完成し、2 月に電子ビームの 
2.5 GeV への加速に成功した。同年 2 月 11 日から 
PF リングへの電子ビームの入射を開始し、約 1 か
月間にわたる様々な加速器調整（図 2）の結果、
1982 年 3 月 11 日にビームエネルギー 2.5 GeV で 
6 mA の電子ビームをリングに蓄積する事に成功し
た。この際の逸話として、電子ビームがうまく蓄
積されずその原因が議論されていた所、一部の四
極電磁石の結線が間違って入れ替わっていたこと
がわかり、それを直して無事蓄積できたと伝えら
れている。PF リングの運転開始とともに放射光の
取り出しにも成功し、同年の 6 月から 4 本のビー
ムラインで放射光の試験的な利用研究が開始され
た。

図 1　PF�光源棟の建設． 図 2　�PF�リングの立ち上げ（1982 年 2 月 27 日撮影）�
PF�光源棟地下の補正電磁石電源前にて．
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1-2.		運転開始後の性能向上と低エミッタンス化
（1986 年）

　放射光源用の電子蓄積リングでは、電子ビーム
の強度（ビーム電流）、ビームエミッタンス 1)、ビー
ムの寿命、ビーム軌道の安定度などが重要な性能
である。これらの性能を向上させるため、PF リン
グではマシンスタディと技術開発が続けられた。
　PF リングの建設当時は、ビームを加速する為に
必要な大電力の高周波技術（周波数 500.1 MHz）
は国内での経験に乏しく、クライストロンや加速
空洞などの開発には苦労が伴った。PF リングが立
ち上がった後も、クライストロンや加速空洞など
で故障が次々に発生し、これらに対応しつつ装置
の改良を進める苦しい日々が続いた。しかしメー
カーと共同で装置の改良を忍耐強く続けた結果、
PF リングの運転開始から 5 年ほどのうちに、高周
波加速装置の問題点は殆ど解決された。これらの
開発で得られた知見は、より大規模な TRISTAN 
計画にも生かされ、高周波加速技術は KEK の得意
分野となっていった。
　ビーム電流値を制限する要因であるビーム不安
定性に関する研究でも、初期から多くの成果が生
まれた。特に加速空洞の高次モードが誘起するビー
ム不安定性は運転に著しく支障をきたしたので、
これを抑制するために高次モードの性質が徹底的
に調べられた。その結果、空洞冷却水温度の調整
などによる高次モードの周波数調整法を開発し、
同時に八極電磁石の導入によるランダウ減衰の効
果を併用して大電流の蓄積を可能にした。また電
子ビームへのイオン捕獲によって起こるビーム不
安定性も利用実験に障害となる大きな問題となっ
たが、制動輻射の観測によりイオン捕獲現象の検
証を行うとともに、電子バンチ（ビームの集団）
の分布に空白部分を設けるパーシャルフィルにす
ることなどでこの不安定が避けられることを実証
して実用化した。
　このような諸改良と合わせて、1985 年にはリン
グ真空系の大改造が行われた。放射光用のアブソー
バーが設置されて真空ダクトの発熱が抑えられ、
ビーム電流をそれまでの 150 mA から大幅に増や
せるようになった。
1)　 ビームエミッタンスとは大まかに、ビームのサイズと角度広がりと

の積である。

　1986 年には、リングに四極電磁石を 4 台追加す
るなど収束系を改良することで、ビームエミッタ
ンスを建設当初の 400 nm·rad から 130 nm·rad に
下げる低エミッタンス化に成功し、これにより放
射光の輝度が約 2 〜 20 倍向上した。しかし 1987
年 2 月から低エミッタンスでのユーザー運転（放
射光共同利用実験のための運転）を開始すると、
放射光ビームラインにおいて光軸の変動が顕著に
なるという問題が発生し、放射光利用にとって光
軸の安定性がいかに重要であるかが再認識された。
この光軸変動に対しては軌道フィードバック系を
整備すると共に、ベータトロンチューンの最適化
などで電子軌道の安定度を大きく向上させた。ま
た 1989 年 11 月から翌年 1 月にかけ、光源棟の屋
根に大掛かりな断熱工事を行った結果、光軸の変
動が減少し、変動が主に日照による建屋の歪みに
由来することを実証した。さらに、建屋の床振動
が光軸に与える影響なども詳しく調べられた。こ
れらの先進的な知見は、その後世界で建設された
光源リングの建屋設計に重要な指針を与えた。
　1988 年には大電力高周波源が増強され、1989 年
1 月には最高のビーム電流 500 mA 蓄積を達成し
た。翌 1990 年には、ユーザー運転時の初期電流値
350 mA （垂直ウィグラー使用時には 250 mA）、
ビーム寿命 50 時間（ビーム電流 300 mA 時）と世
界屈指の高性能を達成した。
　高輝度、短波長、または多様な偏光の放射光
を発生する装置である挿入光源については、ま
ず 1982 年 9 月に世界最初の超伝導垂直偏向ウィ
グラー（VW#14）が中直線部に設置され、1984 年
5 月から放射光実験で利用された。この装置は、
1989 年夏に改良型の超伝導垂直ウィグラー・モデ
ル IIに置き換えられ、2020 年現在まで稼働してい
る。同時期に永久磁石を用いた60周期アンジュレー
タ（U#02）も長直線部に設置され、高輝度の軟 X
線を発生できる挿入光源として 1983 年 2 月から稼
働した。1987 年には、もう一つの長直線部に 26
周期の多極ウィグラー（MPW#16）が設置された。
この挿入光源は、NdFeB 永久磁石を用いて 1.47 T 
という高ピーク磁場が発生できる装置で、大強度
の X 線を発生できる。その後 1989 年までに、3台
の挿入光源（Revolver#19, MPW#13, EMPW#28）

PF 加速器フォトン・ファクトリー光源加速器の歩み  
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が開発され、設置された。この中には、楕円偏光
マルチポールウィグラー（EMPW#28）のように
世界に先駆けて導入されたものもある。
　これらの挿入光源はその磁石ギャップを変える
ことにより放射光の波長や偏光特性を変えること
ができるが、その際に他のビームラインで光軸が
動くことがある。PF では、ギャップ変更と連動し
た補正電磁石の精密制御により、実験中でも自由
にギャップ変更を可能にした。このフリーチュー
ニング法も光軸フィードバックと同様世界に先駆
けて PF で実現されたものである。
　時期が前後するが、入射器では TRISTAN 計画
のための陽電子発生装置が建設され、1985 年 7 月
に陽電子ビームの加速に成功した。この陽電子ビー
ムを PF リングに入射・蓄積する試みに 1985 年 12
月 20 日に成功し、翌年 3 月 29 日には 350 mA の
陽電子ビームの蓄積に成功した。これらを受け、
1988 年 7 月から電子の代わりに陽電子ビームを用
いた放射光利用実験が開始された。電子の代わり
に陽電子ビームを蓄積する事で、イオン捕獲によ
るビーム不安定性やダスト捕獲によるビーム寿命
の急落を避けられると期待された。期待通りイオ
ン捕獲やダスト捕獲現象は見られなくなったが、
予想に反して、ビームが垂直方向に不安定になる
現象が新たに発生した。この陽電子ビームに特有
なビーム不安定性は、その原因が長年謎であった
が、PF における粘り強い研究の結果、1995 年に
実験と理論の両面でその原因が解明された。放射
光照射により放出された光電子の「雲」と陽電子
ビームとが相互作用してビーム不安定性が発生し
ていた事がわかった。この光電子雲不安定性は、
後年に建設された B-Factory や大型ハドロン衝突
器（LHC）の設計・運転にも大きく貢献したビーム
物理学上の大発見である。陽電子ビームを用いた
ユーザー運転は約 6 年間続いたが、B-Factory に伴
う入射器の大改造を機に 1995 年 5 月に終了し、そ
の後現在まで PF リングは電子ビームによる運転が
行われている。
　PF における放射光共同利用研究が発展するにつ
れて、ユーザーの研究内容も多様化した。それに
伴い PF リングの運転にも多様な形態が求められる
ようになった。単バンチビームの利用と 3 GeV 運

転の開始がそれである。
　単バンチ運転は PF リングの中に蓄積できる 312
のバンチのうちのただ一つのバンチだけに大電流
の電子ビームを蓄積する運転形態で、時間幅が数
十ピコ秒というパルス放射光を発生できることか
ら、高速で変化する物質構造の研究などに有用で
ある。マシンスタディにおいては、立ち上げ当初
から単バンチ運転が時々行われ、加速器の特性を
調べるために利用されてきた。1990 年 4 月からは
単バンチでのユーザー運転が開始され、放射光の
パルス特性を利用した実験が行われた。ここで多
くの成果が得られ、単バンチの威力が示された。
当初は、単バンチがもたらす真空チェンバーの発
熱や、低いビーム入射効率、バンチからこぼれた
電子（陽電子）が隣のバンチに入ることで起こる単
バンチ純度の悪化といった問題点があったが、こ
れらを一つ一つ改善していった。とりわけ、高い
単バンチ純度を得る方法は PF で先駆けて開発され
実用化された。例えば 1995 年度には、単バンチで
の初期ビーム電流 65 mA、ビーム寿命 20 〜 30 時
間（ビーム電流 50 mA において）、単バンチ不純度
（単バンチと隣接するバンチとの強度比）約 10-6 と
いう高性能を達成した。1990 年度から 2011 年度
まで（1997, 1998 年度を除き）、年間のユーザー運
転時間のうちおよそ 4 〜 10% が単バンチ運転に充
てられた。2011 年度からは、パルス放射光利用と
通常の放射光利用とが共存しやすいハイブリッド
運転（後述）が始まり、2012 年度から単バンチ運転
はハイブリッド運転に完全に移行した。
　一方 PF リングで 3 GeV 運転を行うための準備
として、1990 〜 1991 年度に四極電磁石用電源が
増強された。入射器からの陽電子ビームのエネル
ギーは 2.5 GeV であるのでこれを一旦蓄積したの
ちに、チューンシフトや閉軌道のずれ（COD）の補
正をしつつ 0.1 GeV ずつ加速してゆく。1991 年 2
月には 300 mA の陽電子ビームをロスすることな
く 3 GeV へ加速することに成功した。3 GeV 運転
では、硬 X 線領域で光の強度が一桁以上強くなる
一方で、真空紫外・軟 X 線領域では使える光強度
はほぼ同じであるが熱負荷は増える問題点があっ
た。1992 年頃から、3 GeV でのユーザー運転が年
間 6〜 18 日程度行われ、特に単バンチでの 3 GeV 
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運転は硬 X 線領域での放射光強度とビーム寿命の
両方を改善できることから有効であった。しかし、
PF リングがトップアップ運転（後述）に移行する
と、3 GeV 運転ではトップアップ運転が出来ない
事などから、2009 年 12 月をもって PF リングでの 
3 GeV ユーザー運転は終了した。
　PF リングでは、KEK 所外からの協力も得て、
1990 年度から短波長（177 nm または 213 nm）領
域での蓄積リング型自由電子レーザー（FEL）の開
発研究が開始された。1992 年にアンジュレータ 
U#02 に代わり光クライストロン（TOK#02）が設
置され、FEL の実験に使用される一方で、ユーザー
運転では磁石列を交換して通常のアンジュレータ
として使用された。FEL 実験のため、PF リングに 
2.5 GeV の単一または 4 バンチのビームを蓄積し、
ビームエネルギーを 0.75 GeV まで減速する運転が
確立された。また FEL のゲインを測定する為の
レーザー系や光学系が整備され、ゲイン測定用レー
ザー光と電子ビームとを空間的・時間的に重ね合
わせる技術が確立された。PF リング高輝度化を機
に、この研究は 1996 年末で終了した。

1-3.	PF	リング高輝度化（1997 年）
　1993 年当時、PF リングはビームエミッタンス 
130 nm·rad、最大ビーム電流 360 mA、ビーム寿
命約 60 時間という良好な性能で順調に稼働してい
た。しかし 1992 年にヨーロッパで 6 GeV 放射光
リング ESRF （ビームエミッタンス 7 nm·rad）が
就航したのを皮切りに、世界で第 3世代光源が次々
に就航してゆくと、PF リングは放射光輝度の点で
は第 3 世代光源に比べ 1 桁から 2 桁見劣りする状
況になった。このような情勢のもとで PF リングの
高輝度化の可能性を検討した結果、電磁石配列（ラ
ティス）の中規模な改造により PF リングのビーム
エミッタンスを最小で 27 nm·rad まで小さくする
アイディアが考案され、1993 年 2 月に「PF リン
グ高輝度化計画デザインレポート」（KEK Report 
92-2）にまとめられた。
　PF リングのラティスは、電磁石が周期的に配置
されたノーマルセル部とそれ以外のインサーショ
ン部から成る。ビームエミッタンスは、ほぼノー
マルセル部の磁石配列で決まり、この部分は収束

と発散の四極電磁石が交互に配置された FODO セ
ルと呼ばれる基本構造の繰り返しである。PF リン
グ高輝度化では、ノーマルセル部の四極電磁石の
数を 2 倍に増やすことにより偏向電磁石内でのエ
ネルギー分散関数を小さくし、低エミッタンス化
を実現する。この改造には、四極電磁石 34 台、六
極電磁石 32 台を追加または入れ替えする他、ノー
マルセル部の真空チェンバーの全面的な改造、ビー
ム位置検出器の移動・改造、偏向電磁石ダクトか
らの光取り出し口の変更、入射用パルス電磁石系
の増強などが必要であった。
　この PF 高輝度化のための装置開発は 1993 年度
から所内予算により開始され、1995 年度には補正
予算も加わり、本格的な装置の製作が行われた。
改造期間を短縮するため、複数の電磁石を共通架
台の上に設置・アラインメントしておき、これを設
置する方法を採用した。このような周到な準備の
もとで、1997 年 1 月〜 9 月の停止期間中に PF リ
ング高輝度化改造を行った（図3）。ラティス改造と
平行して、加速器制御系もミニコンピュータから 
UNIX ワークステーション群を用いたシステムに
置き換えた。また、軌道を安定化するための global 
orbit feedback システムを導入した。高周波加速空
洞 4 台についても 1996 〜 1997 年度に高次モード
減衰型空洞に交換した。これらの空洞は東京大学
物性研究所と共同開発したもので、その後ニュー
スバル、SAGA-LS、あいち SR などにも採用された。

図 3　�PF�リング高輝度化におけるビー
ムダクト設置作業．
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　1997 年 10 月 1日から、改造後の PF リング立ち
上げを開始した。ビーム入射が容易な旧ビームオ
プティクス（ビーム光学系の設定）で立ち上げを
行うことにより、わずか 1 か月後の 11 月 4 日から
ユーザー運転を再開した。続いてマシンスタディ
の時間を利用して低エミッタンス・オプティクス
の調整を行い、1998 年 3 月より低エミッタンス
（36 nm·rad）でのユーザー運転を開始した。この
高輝度化改造の成功により、全てのビームライン
で放射光輝度が 5 〜 10 倍上昇し、PF リングは第
3 世代光源に比肩しうる性能となった。運転の状況
は、例えば 2000 年度にはビームを 1 日 1 回入射、
入射後ビーム電流 450 mA、入射前ビーム電流
300 mA、年間運転時間約 5,500 時間と世界屈指の
高性能であった。故障による停止時間の比率は1.5% 
と極めて低く、安定した運転を実現した。
　PF リング高輝度化は、中規模のリングで最も早
く低エミッタンス化を実現した点でも海外から高
く評価され、後に米国 SPEAR-III など後続計画の
範となった。

1-4.		PF	リング直線部増強（2005 年）と挿入光源の
充実

　第 3 世代光源では、直線部と呼ばれるフリース
ペースに設置された多彩な挿入光源を主力の放射
光源とする。PF リングにおいて挿入光源の数と性
能を充実させ、国際競争力を高めるため、PF リン
グ直線部増強計画が 2000 年頃から構想された。当
時の PF リングには、合計 10 か所の直線部が設け
られていた。そのうち 3 か所を加速空洞と入射用
パルス電磁石が占め、残りの 7 か所に様々な挿入
光源が設置されていた。直線部増強計画では、こ
れらの直線部周辺の四極電磁石を高磁場勾配で長
さの短い電磁石に交換し、それらを偏向電磁石に
出来るだけ近づけて配置することで、直線部フリー
スペースの大幅な延長を図った。例えば、2 か所あ
る長直線部が 5 m から 8.9 m に、4 か所の中直線
部が 4.3 m から 5.4 m に延び、より長尺の挿入光
源を設置できる。また、それまで挿入光源が設置
できなかった 4 か所に、新たに約 1.5 m の直線部
が生まれる。
　直線部増強計画では、PF リングの約 2/3 の区間

にわたりビームダクトをアパーチャーの狭いダクト
に交換し、46 台の四極電磁石を高勾配型に交換す
る必要があった。この計画は 2003 年度に機構内特
別経費を得て本格的にスタートし、四極電磁石を
46 台製作、新型の真空ダクトも試作した。2004 年
度には、製作した新型電磁石の磁場測定、電磁石
電源の製作、全ての真空ダクトの製作を行った。これ
らの準備の後、2005 年 3 月〜 9 月の約 7 か月間で
リングの改造を行った（図4）。併せて、セプタム電
磁石の増強や補正電磁石の更新・増設なども行い、
加速器制御系には分散型制御システム EPICS を導
入した。放射光取り出し用の基幹チャンネルについ
ては、2002 年度以降に所内予算により順次改造を
行い、合計 13本のビームラインの改造を終えた。

　改造後の立ち上げは 2005 年 9 月 20 日より開始
された。この時は、最初の 4 日間で必死に加速器
調整を行ったにも拘わらずビームがリングを 60
ターンまでしか回らなかった。取得した様々なデー
タから、アンジュレータ U#02 付近の真空ダクト
内に障害物があると推測し、真空を破って内部を
観察したところ、以前 FEL 実験で使用していたス
タディ用ミラーが挿入されていた事が判明した。
ミラーの上下に僅か 1 〜 2 mm の隙間があり、そ
の隙間を通してビームを 60 ターン回していたので
ある。この問題が解決してからビーム調整は順調
に進み、9 月 24 日にはビームの蓄積に成功、9 月
30 日にはビーム電流 450 mA の蓄積に成功した。
10 月 7 日にはビームラインでの最初の光軸確認を
行い、10 月 17 日からユーザー運転を再開した。

図 4　PF�リング直線部増強時のスタッフ．
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　直線部増強で新設された 4 か所の短直線部では、
垂直方向のベータトロン関数を 0.4 m まで絞り込
み、狭いギャップを持つ真空封止型の短周期アン
ジュレータを設置できるようにした。この短周期ア
ンジュレータでは、それまでの PF リングでは利用
できなかった高輝度の X 線（10 keV 付近）アンジュ
レータ光を発生できる。まず 2005 年にビームライ
ン BL-17 用に短周期アンジュレータ SGU#17（最小
ギャップ 4 mm、周期長 16 mm、周期数 29）を設
置した。残り 3 か所の短直線部にも、2013 年まで
に短周期アンジュレータ SGU#03, #01, #15 を次々
に設置し、硬 X 線用ビームラインを充実させていっ
た。
　一方、直線部増強で延長された直線部フリース
ペースでは、挿入光源を国際競争力の高いものに
置き換えまたは新設していった。PF リングのビー
ムエネルギー（2.5 GeV）では、真空紫外・軟 X 線
領域における競争力が高く、さらに円偏光を含む
多様な偏光状態の光を発生できる可変偏光アン
ジュレータ（EPU）を採用することで、国際競争力
を高める戦略を採った。まず長さ 8.9 m の長直線
部のうちの一つには、2 台の可変偏光アンジュレー
タ（U#16-1, U#16-2）をタンデムに設置し、周波
数 10 Hz で動作する高速光スイッチングシステム
を構築し、2012 年から運用開始した。2014 年には、
他方の長直線部に設置されていた平面アンジュ
レータ U#02-1 を下流側に移設し、上流側に可変
偏光アンジュレータ U#02-2 を設置した。この 2
台のアンジュレータにより、ビームライン BL-2 で
は 15 〜 2000 eV の幅広いスペクトルで多様な偏光
状態の光が利用できるようになった。その他の直
線部においても、挿入光源を可変偏光アンジュレー
タ（U#13–2015 年、U#28–2015 年、U#19-2018 年）
に次々に置き換えていった。
　2009年 4月からは、ビーム電流を一定に保つトッ
プアップ運転に移行した。これは、入射用リニアッ
クの3リング（KEKB 電子と陽電子、PF）への同時
入射の実現により可能になった。また、PF リング
へ任意のフィルパターンでビームを蓄積できる制
御系を整備し、2011 年度からハイブリッド運転を
開始した。ハイブリッド運転では、大電荷の孤立
バンチと（約 180 ns の間隔を空けて）通常電荷の

バンチから成る 130 個のバンチ列を同時に蓄積し、
パルス光利用と通常の大強度放射光利用とが共存
できる。また前後して 2005 年頃から、ビーム不安
定性を抑制するための横方向および縦方向の高速
フィードバックシステムを順次導入し、ビームの
安定性を高めた。
　2011 年 3 月 11 日の東日本大震災では、真空ベ
ローズの損傷により PF リングの約半分が大気に晒
され、また電子機器用ラックが倒れるなどの被害
を受けた。それらの復旧作業を精力的に行った結
果、同年 5 月中旬から試験運転を開始し、10 月か
らユーザー運転を再開した。
　振り返れば「加速器は育てるものである」が光
源系初代主幹・冨家先生の持論であった。冨家先
生ら建設の功労者達が去った後も、後進は PF リン
グを改造し、その性能を高め、世界の第一線で活
躍させてきた。2020 年現在では、PF リングの放
射光輝度および運転の多様性と安定性を高める PF 
高度化計画が構想されている。PF リングの性能向
上への取り組みは今後も続くことであろう。

2．PF-AR
2-1.		TRISTAN	AR	における大強度放射光実験設備の
設立

　TRISTAN 入射蓄積リング（AR）は電子リニアッ
クで加速された 2.5 GeV の電子と陽電子を 8 GeV 
まで加速して、TRISTAN メインリング（MR）に
入射するブースター加速器である。TRISTAN AR 
は 1981 年に建設が開始され、1984 年に電子ビー
ムの加速に成功した。当初から AR を衝突リング
に利用する構想があり、加速器としては蓄積リン
グの機能を持つように設計されていた。世界では、
PF の完成以前に、高エネルギー衝突リングにおい
てエネルギーのより高い電子ビームを用いた硬 X 
線領域の放射光施設が実現されており、我が国の
研究者間でも AR の 8 GeV というエネルギーに着
目してここで放射光研究を行いたいという希望が
あった。これが認められて TRISTAN の建設計画
当初から、AR に放射光実験ホール（現在のPF-AR 
北東実験棟）が建設された。
　PF リングでの放射光利用研究が開始されて間も
ない 1984 年から、AR において放射光用のテスト
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ビームラインの設計が始まり、1986 年に完成する
と、ここで得られる大強度硬 X 線の威力と有効性
が実証された。この成果に基づき AR における放
射光利用計画が立案され、1987 年度から AR を用
いた大強度放射光実験設備の建設が正式に認めら
れた。ここで挿入光源2台の建設を含む3本のビー
ムラインの建設計画が進められ、高エネルギー物
理学実験とマシンタイムを分け合う形ではあるが、
本格的に利用研究が行われるようになった。当時
は、通常 40 分間の MR 入射と 100 分間の放射光
利用が繰り返された。AR は TRISTAN の加速器シ
ステムの一つとして、加速器研究部によって運転・
維持・開発がなされてきた。従って AR における
放射光実験設備計画は、放射光実験施設と加速器
研究部との密接な協力のもとに行われた。
　AR で蓄積できる電子ビームのエネルギーは 
6.5 GeV と PF リングの 2 倍以上高く、PF リング
では十分な強度が得難い数 10 keV から 150 keV 
までの大強度な硬 X 線が得られる。AR ではこの
点を生かした高温高圧下での物質構造等の研究を
進める一方、先端的な挿入光源を用いた新しい
サイエンスの開拓を目指した。一つは KEK 独自の
アイディアに基づく楕円偏光多極ウィグラー
（EMPW#NE1）を開発・建設し、世界で初めて高
輝度円偏光 X 線の利用を実用に近づけた。もう一
つは、磁石ギャップの狭い真空封止型アンジュレー
タ（U#NE3）を考案・開発して高輝度 X 線の発生
を実現した。この真空封止型アンジュレータは、
従来大気中に設置するのが常識であった永久磁石
を、鍍金を施した上で真空チェンバーの中に設置
し、ビームの入射中はギャップを広くできる一方
で、ビーム蓄積中には磁石間ギャップを極限まで
狭くできるという世界初の画期的な装置であった。
当時、世界の放射光リングはビームエネルギーが
6-8 GeV 級へシフトしており大型化の一途を辿っ
ていたが、周期長を短くできる真空封止型アンジュ
レータを用いれば、ビームエネルギー 3 GeV 級の
放射光リングでも高輝度な X 線アンジュレータ光
が得られる。このため、大型放射光リング（ESRF, 
APS, SPring-8）の建設が一段落した後では、世界
ではコストパフォーマンスに優れた 3 GeV 級の
「新第 3 世代」放射光リングが主流となり、SLS, 

DIAMOND, SOLEIL 等が次々と建設されていっ
た。放射光リングの設計思想に変革をもたらした
点でも、真空封止型アンジュレータは革新的な技
術であった。
　また、AR は 100 ピコ秒程度の時間幅を持つシン
グルバンチの中に大電流を蓄積できるので、優れ
たパルス放射光を発生できるという特徴も持って
いる。AR ではこの特徴を生かし、核共鳴散乱に関
する先駆的な研究が行われ、大きな成果を上げた。

2-2.	AR	高度化計画の実現まで
　1994 年 6 月から B-Factory （KEKB）の建設が開
始され、1995 年 12 月には TRISTAN MR の運転
が終了した。これにより、AR の TRISTAN 入射器
としての役割は終了し、以後 AR は放射光利用専
用に運転されるようになった。
　1995 年当時は、PF リング高輝度化計画が進行
中であった。PF 高輝度化後の PF 次期計画として、
AR を放射光専用リングとして高性能化し、ビー
ムラインと挿入光源を拡充する構想が提案された。
それまでの AR 放射光利用では、大強度が得られ
る硬 X 線領域を中心とした利用実験に加え、先端
的な挿入光源を用いた利用実験で大きな成果を挙
げていた。AR 高度化後には、ビームラインを拡充
してこれらの利用研究を一段と発展させると共に、
AR の持つもう一つの特徴である単バンチ・大電流
ビームから発生する強力なパルス X 線を用いて、
未開拓な研究領域を切り開くことが他方の柱とさ
れた。また、AR のビーム寿命を延ばして入射頻度
を減らし、利用実験を効率化すると共に、KEKB 
への入射中断時間を減らす事も重要な課題であっ
た。
　AR 高度化の具体案については、1996 年 4 月か
ら開催された AR 高度化検討会を中心に様々な案
が検討され、その中の有力な案が「PF-AR 高度化
計画 研究計画書」（KEK Report 97-2）に纏められ
た。当時の案では、AR 改造計画を1期と2期に分け、
第 1 期ではエネルギー 6 GeV、ビーム電流は単バ
ンチで 100 mA、ビーム寿命は 10 時間以上が目標
とされ、第 2期では単バンチでビーム電流 200 mA 
を目指すとされていた。AR 高度化のための概算要
求は 1998 年度からなされ、その他様々な努力がな
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されたが、予算獲得は難航した。
　一方、B-Factory の建設開始以降、AR の運転
スケジュールは不規則になっていった。KEKB 直
接入射路（AR を経由せずに KEKB へビームを入
射するためのビーム輸送路）の建設工事と入射用
リニアックの大幅改造のため、AR は 1996 年 6
月〜 1998 年 3 月の約 1 年 8 か月間、長期停止し
た。この間の 1997 年 4 月に、高エネルギー物理学
研究所が高エネルギー加速器研究機構に改組され
た。放射光実験施設・放射光光源研究系は物質構
造科学研究所・放射光源研究系に変わり、KEK 加
速器研究部は加速器研究施設となった。この改組
を機に、TRISTAN AR は PF-AR （Photon Factory 
Advanced Ring） へと名称変更された。
　長期停止後の 1998 年 3 月から、PF-AR の運転
が再開された。PF-AR はそれまでも加速器研究施
設により運転・維持が行われてきたが、1998 年 3
月の運転から放射光源研究系のスタッフが運転調
整や性能向上に参加するようになり、以後その役
割が次第に拡大していった。この 3 月の PF-AR 立
ち上げでは、長期停止に伴う様々なトラブルに見
舞われた。ユーザー運転開始は当初予定を約 1 か
月遅れて 4 月から始まり、その後（5 月の連休を
除き） 6 月までユーザー運転がなされた。この間
はまだ KEKB 直接入射路での機器設置工事が続い
ており、PF-AR は平日の夜間と土日のみ運転され
た。平日は毎日 17 時頃から PF-AR 立ち上げを開
始し、ビームを入射し加速できるようにしてから
21 時頃に利用実験を開始するスケジュールであっ
た。しかし、機器の老朽化に伴う様々なトラブルや、
AR 特有のビーム不安定性などにより加速器調整は
順調にゆかず、利用実験開始が翌日の未明までず
れ込むこともあった。加速器スタッフと利用研究
者の双方に大変な忍耐が求められる困難な時期で
あった。
　PF-AR は 1998 年 6 月から再び長期停止期間に
入り、翌年 3 月から運転再開する予定であった。
しかし、1998 年 12 月から始まった KEKB コミッ
ショニングの事情等により、1999 年 3 〜 4 月に予
定されていた運転が直前になりキャンセルされた。
これを機に、電子加速器長期運転計画策定検討委
員会が設けられた。以降、PF-AR は1999年5〜7月、

9 〜 11 月、2000 年 1 〜 3 月、4 〜 7 月（5 月連休
除く）、10 〜 12 月、2001 年 1〜 2月の期間に運転
された。これらの期間の運転では、PF-AR 各部の
老朽化により、突然のビームロスやビーム寿命の
低下、ビーム位置モニター電極の故障によるビー
ム位置計測の不能、未解明のビーム不安定現象に
よりビームを所定の電流まで蓄積できない、など
のトラブルが続いた。また、ビーム寿命が約 3 時
間（ビームエネルギー 6.5 GeV、ビーム電流 40 mA 
において）しかなく、1 日 10 回ほどビームを入射
する必要があった。AR のビーム入射は KEKB と
排他的であり、AR にビームを入射している間、
KEKB へビームが入射できないという問題が深刻
になった。これらの事情を勘案し、1999 年度から 
KEK 機構内の予算措置により、AR 高度化を開始
することが決定された。改造にかかる予算を抑え
るため、AR 改造の規模を当初の構想より縮小し、
リングの真空系とビーム位置モニター電極の全面
更新を柱とする新たな AR 高度化計画が策定され
た。ラティスの改造や高周波加速系の更新は行わ
ないことになった。高度化後のビームエネルギー
は 6.5 GeV のままとし、ビーム電流 100 mA でビー
ム寿命 10 時間以上が目標と設定された。

2-3.	PF-AR	高度化（2001 年）
　PF-AR 高度化計画では、放射線照射により腐食
が進んでいたアルミ合金製ビームダクトを無酸素
銅製ビームダクトに更新し、真空ポンプの排気能
力を大幅に増強した。これによりビーム寿命の大
幅な改善を図った。また、全ての約半数に接触不
良の問題が発生していたビーム位置モニターの電
極を全て更新し、軌道補正用の電磁石を増強した。
これらにより、ビーム軌道の高精度な測定と補正
を図った。また、新設ビームラインと干渉する四
極電磁石を 4 台、六極電磁石 5 台を新造し、ビー
ム不安定対策として八極電磁石 4 台を組み込んだ。
加速器の制御系には、それまでミニコンピュータ
上で動作する NODAL というシステムが用いられ
て来たが、KEKB と同じ先進的な分散型制御シス
テム EPICS を全面的に導入した。これに伴い、制
御用ソフトウェアを全て書き直した。放射線対策
に関しても、遮蔽が弱体であった PF-AR 北実験棟
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および南実験棟内に遮蔽壁を建設し、放射線安全
系の改良も施した。その他老朽化していた機器の
更新も行った。
　PF-AR 高度化は、1999 年度より機構内予算によ
り開始されたが、幸い 1999 年末に 1999 年度補正
予算が認められ、本格的な機器製造が開始できた。
1999 年度には、無酸素銅製の偏向電磁石用ビーム
ダクト 42 台等が製造された。翌 2000 年度には残
りのビームダクト等が製造された。また幸いにも、
新実験棟（PF-AR北西実験棟）の建設と新ビームラ
イン NW12 の建設を柱とする 2000 年度補正予算
が認められた。前年度の補正予算で、PF-AR 北実
験棟内に新ビームライン NW2 の建設も進められ
ていた。これらの新ビームラインの光源となる 2 
台の挿入光源（U#NW2 と U#NW12）の製作も進
められた。これらの 2 台は周期長 40 mm の真空封
止型アンジュレータで、オプションとしてテーパー
ド・アンジュレータの機能を持ち、必要に応じて放
射スペクトルの幅を広く取れるように設計された。
　PF-AR 高度化の機器設置作業は、2001 年 3 月
〜 12 月の約 10 か月の停止期間中に行われた。PF-
AR トンネル内にはクレーンがなく、また偏向電磁
石は上下に分割できない構造であった。このため、
1 本の重量が約 350 kg ある偏向電磁石用ダクトの
設置は難しい作業であった（図 5）。PF-AR トンネ
ル内での機器設置作業と並行して、PF-AR 北西実
験棟の建設が開始された。建設のため大量の土砂
を除去した事で、リング内の該当部が約 6 mm 浮

き上がり、外側に約 6 mm 膨らむという建屋変形
が発生した。このため、北西実験棟の完成後に電
磁石の再測量が必要となった。これにより、2001
年 11 月頃に予定していた新制御ソフトウェアを用
いた加速器機器の総合動作試験は年末まで延期さ
れた。遅れを取り戻すため、一部のスタッフは正
月を返上して年明けからのコミッショニングの準
備に当たった。
　PF-AR 高度化後の加速器立ち上げ（コミッショ
ニング）は 2002 年 1 月 8 日から開始された。大改
造の後にも拘わらず、初日にいち早く電流 2 mA 
のビーム蓄積に成功し、1 月 13 日にはビームエネ
ルギー 6.5 GeV、ビーム電流 25 mA での真空焼き
だし運転（放射光照射によりビームダクト内から残
留ガスを出して、真空圧力を下げてゆく運転）が可
能となった。以後、ビームによる真空焼きだしを
続けながら加速器の調整運転を進め、3 月 18 日に
加速器を一旦停止、4 月から共同利用運転を再開し
た。
　この PF-AR 高度化の成功により、ビーム電流、
ビーム寿命、ビーム軌道の安定度といった光源リ
ングとしての重要な性能が、以前に比べて格段に
向上した。例えば 2003 年 2 月の時点では、PF-AR 
の最大ビーム電流は 55 mA、ビーム寿命は約 15 時
間（6.5 GeV, 50 mA）に達し、ビーム入射は 1日 3
回のみとなった。これらは利用研究者にとって大
きな利便性の向上となり、また入射器の占有時間
を減らすことにより KEKB プロジェクトの進展に
も貢献した。
　利用側では、PF-AR 北実験棟内にビームライン 
NW2 が建設され、新実験棟である PF-AR 北西実
験棟が完成、その中にビームライン NW12 が建設
された。これらにより、放射光利用設備が一段と
拡充された。

2-4.	高度化以降の性能向上
　PF-AR では、エネルギー 2.5 GeV のビームを入
射・蓄積し、6.5 GeV に加速してから利用実験を
行っていた。ビーム入射時に発生するビーム不安
定性により、ビームの最大電流の制限や入射・加
速の停滞がしばしば発生していた。これを改善す
るため、2002 年 10 月のユーザー運転から、入射

図 5　PF-AR�高度化におけるビームダクトの設置作業．
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時のエネルギーを 3 GeV に上げた結果、ユーザー
運転時の最大蓄積電流が約 55 mA まで改善し、入
射・加速時の不調も緩和された。また、ビーム軌
道を一定に保つ軌道フィードバックを導入し、軌
道安定度を改善した。
　蓄積された単一の電子バンチからのパルス X 線
を利用する実験では、隣のバンチに電子が入ると
実験データにノイズとなる。このため単バンチ純
度を上げる事が重要であり、AR 高度化以前から 
RFKO 法と呼ばれる方法を開発してきた。これに
より、単バンチ不純度を 10-7 以下に下げることが
出来るようになり、パルス X 線利用実験に大きく
貢献した。
　また PF-AR で 1996 年から行われている冠状動
脈造影法の臨床応用では、ビームエネルギーを 
5 GeV で運転する。この 5 GeV 運転時に 2つのバ
ンチを蓄積する事によりビーム電流を上げる調整
を 2003 年 11 月に行い、ビーム電流 70 mA での臨
床応用が可能になった。
　2004 年夏には、西側の長直線部に設置されてい
た APS 型加速空洞のうち 2 台を東直線部に移設
し、西直線部の半分に新挿入光源を設置できるス
ペースを作った。2006 年夏には、このスペースに
2 台の真空封止型アンジュレータ U#NW14-36 と 
U#NW14-20 が設置された。同時期にこれらを光
源とするビームライン NW14 が科学技術振興機構
の ERATO 腰原プロジェクトにより建設され、PF-
AR の特徴である常時単バンチ運転を生かした時分
割 X 線回折実験が大きく進展した。
　加速器研究では、KEK で考案された入射用パ
ルス四極電磁石が 2004 年夏に PF-AR に設置され
た。従来のビーム入射法では、3 台ないし 4 台の
キッカー電磁石を用いて電子にバンプ軌道を作り、
入射ビームを蓄積ビームに合流させるのが常識で
あった。KEK で考案された新入射法は、その代わ
りにたった一台のパルス四極電磁石でビーム入射
を可能にするもので、設置後のマシンスタディで
この新入射法を用いたビームの入射・蓄積に世界
で初めて成功した。PF チームでは、これをさらに
改良したパルス六極電磁石も開発し、2008 年に PF 
リングに設置し、同年 5 月に世界初のパルス六極
電磁石によるビーム入射にも成功した。この KEK 

で考案され実証された新入射法は、ビーム電流を
一定に保つ「トップアップ」を行う場合に蓄積ビー
ムの軌道を安定に保ち易い特長があり、その後世
界中で後続研究が行われている。
　PF-AR では、ビームを蓄積中にビーム寿命が突
然短くなる寿命急落現象が、高度化前からもしば
しば発生していた。これは、真空ダクト内に存在
した、または放電等で発生した微粒子（ダスト）が
帯電し、ビームに捕獲される現象であると考えら
れる。PF-AR では、この寿命急落を減らすための
様々な対策（分布型イオンポンプの極性反転等）を
行うと共に、その研究が進められた。2008 年には
世界で初めて、ビームに捕獲された微粒子を可視
光カメラで観測することに成功し、加速器研究者
達を驚かせた。捕獲された微粒子は加熱されて黒
体輻射等により発光し、可視光で観測できたので
ある。
　2007 年 3 月には、PF-AR で最も大型の電源であ
る偏向電磁石用電源（最大出力 1500 A, 1200 V）の
更新を行った。幾つかの初期トラブルがあったが
解決し、PF-AR の安定な運転に貢献した。
　2009 年度には、物質構造科学研究所・放射光源
研究系が加速器研究施設・加速器第7研究系に移り、
PF-AR の運転・維持業務は主に加速器第 7 研究系
（2020 年現在では加速器第 6研究系）が担当する事
に位置づけられた。
　2011 年 3 月 11 日には、東日本大震災に見舞わ
れた。PF-AR では幸い電磁石、真空チェンバー共
に損傷はなかった。リングを収納している建屋の
ジョイント付近で壁に亀裂が入り、水が浸入し、
排水が必要となった。また、複数のジョイント付
近で電磁石の位置が垂直方向に 0.5 mm 以上ずれ
るという問題も発生したが、このずれは数か月で
治まっていった。

2-5.	PF-AR	直接入射路の建設とトップアップ運転
　2010 年 10 月から、アップグレードされた 
B-Factory （SuperKEKB）の建設が始まった。PF-
AR のビーム輸送路は一部を KEKB 用ビーム輸送
路と共用しており、将来 SuperKEKB が完成した
後には、PF-AR に入射中に SuperKEKB には電子
ビームを入射出来ないという課題が認識されてい

PF 加速器フォトン・ファクトリー光源加速器の歩み  
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た。この問題を解決するため、PF-AR に 6.5 GeV 
のビームを輸送する直接入射路の建設が計画され
た。これにより、入射器のビームを振り分けるこ
とで PF, PF-AR, SuperKEKB 電子と陽電子リング
の 4 つのリングに同時にビームを入射出来るよう
になる。また、PF-AR にフルエネルギーのビーム
をトップアップ入射できるようになるため、PF-
AR にとっても大きなメリットがある。
　入射器の終端部から PF-AR 南西アーク部に通
じる約 200 m のトンネルが 2013 年度に建設され、
その後、2016 年度にトンネル内に全長約 320 m 
のビーム輸送路が建設された。また、PF-AR 南西
部の新入射点に 6.5 GeV ビームを入射するための
新たなキッカー電磁石 3 台、セプタム電磁石 3 台
（1 台は DC）を設置し、入射点の遮蔽も強化した。
2017 年 2 月から直接入射路を用いたビーム入射の
調整を開始し、4 月からフルエネルギー入射での
共同利用実験を開始した。加速の必要がないため、
入射に必要な時間が大幅に短縮された。2017 年度
には安全インターロックの改修、放射線サーベイ
等の準備を行い、2018 年 11 月にビーム電流を一
定に保つトップアップ運転をユーザー運転で開始
した。これにより、入射時に実験が中断すること
なく、ビームライン光学系への熱負荷も一定に保
つことが出来るため、PF-AR 放射光ユーザーへの
利便性が一段と向上した。PF-AR ではこれ以降、
ビーム電流 50 〜 55 mA でのトップアップ運転を
行っている。
　一方、東日本大震災以降の電力料金の高騰や運
転経費の削減により、PF-AR の運転時間の確保が
課題となっている。このため、運転時間の一部を
ビームエネルギー 5 GeV で行い、使用電力を削減
する試みも 2019 年度から行っている。
　このように、PF-AR は加速器研究部（加速器研
究施設）と放射光実験施設（物質構造科学研究所）
の密接な協力のもとで、寄生モードでの利用から
放射光専用化、高度化、直接入射路の建設を経て、
トップアップ運転までを実現した。強力なパルス 
X 線が得られるというユニークな特長を生かし、
今後も国内における主要な放射光リングの一つと
して発展を続けることが期待される。

主要参考文献
[1]  Photon Factory Activity Report 1982/83〜2014, 

Photon Factory Highlights 2015〜2018.
[2]  フォトン・ファクトリー・ニュース Vol. 1, No. 1 

（1983 年）〜 Vol. 38, No. 1 （2020 年）．
[3]  「高エネルギー物理学研究所放射光実験施設 放射光

発生 10 周年記念シンポジウム」，1992 年 12 月， 
KEK Proceedings 93-9.

[4]  「放射光実験施設 現状と成果」，放射光実験施設評
価委員会用資料，1995 年 7 月，文部省 高エネルギー
物理学研究所．（注）本文「1.（2）」と「2.（1）」では、
本資料から多くの文章を引用または抜粋させて頂
きました。

[5]  放射光 Vol. 1, No. 1, p. 47; Vol. 3, No. 2, p. 113; 
Vol. 6, No. 3, p. 289; Vol. 8, No. 4, p. 373; Vol. 9, 
No. 3, p. 207; Vol. 15, No. 6, p. 329; Vol. 19, No. 4, 
p. 232; Vol. 25, No. 1, p. 12.
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TRISTAN 加速器

1.	はじめに（1～ 3節	鎌田	進）
(記述方針) TRISTAN 計画の加速器を中心テーマ
に、この計画の進行にともなって展開した一連の
出来事を、その時代や取り巻く環境を背景として 
努めて歴史的に紹介し、この計画の遂行によって
もたらされた事柄を伝えようと思います。本稿執
筆者は、この一連の出来事の背景に、凡そ以下の
ような存在を感じます。グローバリズムが進行す
る中の科学研究の在り方、日本経済や高エネルギー
物理学が世界に占める位置、加速器がサポートす
る研究分野や加速器の社会的役割、国内外の加速
器関連技術やビーム物理学の成熟度、加速器研究
を推進する組織体制、KEK としてサポートする研
究分野、建設場所筑波に固有の課題、加速器関連 
人材の育成状況、そして創意ある個人による貢献
の意義などです。
(伝えたい事) TRISTAN 加速器計画の遂行を通じ
て、加速器関連の人材育成が進行し、各種の新し
い装置技術が開発され、さらに加速器科学・ビー
ム物理学が著しく進展した。これらの成果は様々
な形を取って、国内そして世界の次世代加速器計
画や関連周辺分野に波及して行くことになった。
(若干の言い訳) 本稿執筆者の当時の年齢や立ち位
置を反映し、視野が限定された記述になることは
否めませんが、できるだけ一貫した臨場感のある
記述を目指します。
参考資料 トリスタン計画報告書 1996 年 9 月 文部省・

高エネルギー物理学研究所
https://www2.kek.jp/proffice/archives/hyouka/TRISTANreport/

2.		TRISTAN	加速器前史：構想提案から加速器機
種決定まで

　TRISTAN 加速器構想の国内外への発表から、加
速器機種が決定されるまでを振り返る。

2-1.	伏線
　KEK 発足の理由である陽子シンクロトロン加速
器 (KEK-PS) 計画は、財政事情と素粒子物理研究

者の願望の間の妥協の産物で、当時の研究者たち
は研究分野の健全な発展のため、将来計画が必要
と強い思いを懐いていた。

2-2.	加速器構想の発表
　1973年 11月、KEK-PS目標エネルギー 8 GeV 達
成に先立つ 2年 4か月前、東京と筑波を舞台に「日
米高エネルギー加速器セミナー」が開催された。こ
こで加速器研究系主幹西川哲治が “KEK FUTURE 
PROJECT” と題する講演を行い、“TRISTAN” (Tri-
Ring Intersecting Storage Accelerators in Nippon)
という名の将来計画を初めて世に披露した。この
提案の加速器計画の内容は多岐に亘り、従来の固
定標的陽子シンクロトロンや電子シンクロトロン、
さらに衝突型加速器として陽子・陽子 (pp) および
電子・陽子 (e-p) 加速器が含まれていた。しかし何
故か、最終的に建設に至った電子・陽電子 (e+e-)
衝突型加速器はこの提案に含まれていない。提案
された TRISTAN 計画は、常伝導磁石を使うフェ
イズ 1 と超伝導磁石を使うフェイズ 2 の二段階計
画であった。当時、陽子シンクロトロンや陽子・
陽子衝突型加速器を念頭にした超伝導磁石の開発
は世界的にも始まったばかりだったが、KEK でも
加速器用超伝導磁石開発に向けた気運は高まって
いた。提案された加速器の周長は約 2 キロメート
ル、建設された約 3 キロメートルに比べかなり短
い。当時、筑波研究学園都市の研究機関建築には
敷地境界から 50 メートルのセットバック条件が
課されていたことが理由で、後に地下構造物につ
いて条件が緩和された。固定標的陽子シンクロト
ロンとそのビームライン堤案は、KEK 南側の住宅
公団管理用地の将来利用への布石と聞いていた。
“Proceedings of the U.S.-JAPAN Seminar on High 
Energy Accelerator Science” に採録された西川講
演に対する質疑応答から、当時の日本の高エネル
ギー物理研究と世界との距離感が窺われ興味深い。
米国の研究者達から、フェイズ１の e-p 衝突は、
エネルギー的にもルミノシティ的にも、国際競争
に耐える魅力に欠けるとの指摘があったのに対し、
西川は個人的見解として、日本は外国と事情が異
なり、国内に匹敵する加速器がない以上この実験
環境を提供することに意味があると答えている。

TRISTAN 加速器
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2-3.	70 年代衝突型加速器の概況
　1971 年に CERN で陽子・陽子衝突型加速器 ISR 
が稼働を開始し、重心系エネルギー 62 GeV で陽
子・陽子衝突実験が始まっていた。また BNL では
1973 年、陽子・陽子衝突型加速器 ISABELLE 計
画(重心系エネルギー 400 GeV)の設計研究が完了、
建設用地の手配も行われ超伝導磁石量産に向けた
技術開発が始まった。しかし最終的にこの技術開
発は成功せず、80 年代に至り計画は撤回される。
その後 BNL はフェルミ研究所のテバトロン加速器
用超伝導磁石の開発を担う。CERN では、Simon 
van der Meer がビームエミッタンスを確率冷却法
で減じる手法を開発し、C. Rubbia らが、この反陽
子ビームを使い SPS 陽子シンクロトロンにおいて
単一リング陽子・反陽子衝突実験を遂行する 
計画に着手する。粒子・反粒子ビーム衝突実験が
単一リング加速器で可能なことは、以下に述べる
ように既に実証されていた。
　1961 年 Frascati において、B. Tousheck らによ
り単一リング電子・陽電子ビーム衝突型加速器
AdA (重心系エネルギー 500 MeV) が建設された。
陽電子ビームを求め Orsay に運搬し、伊仏共同の
ビーム衝突実験を通じて、ビーム衝突原理の実証
が行われた。これを受けて Orsay では ACO (重心
系エネルギー 1.1 GeV)、Frascati では ADONE (重
心系エネルギー 3 GeV) が建設され高エネルギー実
験に供された。さらに米国の SLAC では B. Richter 
が SPEAR (重心系エネルギー 6 GeV) を建設し、
1974 年に ψ 粒子を発見、ほぼ同時に J 粒子の名
で同じ粒子を発見した S.C.C. Ting とともに素粒
子物理学に 11 月革命と呼ばれる大変革をもたら
す。これを機に、より高いエネルギーの電子・陽
電子衝突型加速器建設がブームとなる。DESY の
DORIS (重心系エネルギー 5 GeV) は ψ 粒子発見
では SPEAR の後塵を拝したが、PETRA (最終的
な重心系エネルギー 46 GeV) での巻き返しを期し、
二匹目のドジョウを狙う SLAC は PEP (重心系エ
ネルギー 29 GeV) と、それぞれの加速器建設に向
かう。CERN は周長 30 km (後に 27 km に短縮)
の LEP 電子・陽電子衝突型加速器 (超伝導空洞導
入前のフェイズ 1で重心系エネルギー 100 GeV) の
検討に着手する。

2-4.	70 年代の	KEK	加速器の状況
　KEK では 1976 年に、陽子シンクロトロン KEK- 
PS が完成し素粒子・原子核実験が精力的に始ま
る。一方、ブースター加速器の陽子ビームを用い
て、医学利用、中性子ビーム利用、さらにミュオ
ンビーム利用と、幅広い研究分野で加速器を活用
する道の開拓が始まる。70 年代後半に至り、放射
光源加速器 (フォトンファクトリー KEK-PF) の建
設を KEK が担うことになり、新規の加速器計画が
始動する。KEK-PF の設計・建設時には、電子・陽
電子衝突型加速器としての TRISTAN が念頭にあ
り、電子リニアックの基本仕様や蓄積リング設計
に TRISTAN 計画の影響が感じられる。高周波加
速装置や超高真空システムなど、電子貯蔵型加速
器として共通する加速器の機器開発や技術情報を
通じて、KEK-PF が先行することで TRISTAN が
得たものは非常に大きかった。当時の KEK 執行部
はこの効果を見越して、両加速器計画を実質的に
一体として運営していたと考えられる。

2-5.	加速器機種の決定
　TRISTAN の当初提案であった電子・陽子衝突型
加速器の基本設計は 1977 年に“高エネルギー物理
学研究所将来計画検討資料 TRISTAN（昭和 52 年 6
月 文部省科学研究費報告）”として纏められた。こ
の時点で、TRISTAN のアクロニムの由来は、次
のように変更されている。“TRANSPOSAL RING 
INTERSECTING STORAGE ACCELERATORS 
IN  N I P PON ” 後に “ TRANSPO SAL” は
“TRANSPOSABLE” と修正。ここに至り従来の 3
リング案に拘らず、様々な変更・転換に柔軟に対
応することを特長にする名称となった。80 年代に
入り、遂に電子・陽電子版 TRISTAN 計画が「高
エネルギー物理学研究所拡充計画 - トリスタン Iの
設計研究 -」（文部省 高エネルギー物理学研究所 昭
和 55 年 6 月）として発表された。副題に“トリス
タン I の設計研究”とあるように、この加速器計画
は、今後の研究進展に応じ、多様な展開をする可
能性を秘めたものとされた。

第２章　研究プロジェクトからみた歴史



KEK創立 50 周年記念誌 53

3.	ビーム性能目標と加速器概要
3-1.	ビームエネルギー
　最終的に加速器パラメータを決めた 1980 年か
ら 1981 年頃、設計・建設に携わっていた者たちが
肌身に感じていた実現すべき目標とは、ライバル
と目される PEP や PETRA のエネルギーを出来る
限り大きく上回り、そしてエネルギー的にはとて
も敵わない LEP に時間的に先行して、電子・陽電
子衝突型加速器として世界最高のエネルギー領域
で、ビーム衝突実験をできるだけ長く実施する事
にあったと思う。
　その頃の世界最高ビームエネルギーである 
PETRA の約 23 GeV を超えて、超伝導空洞の追加
導入で 30 GeV に到達し、さらにそれを越えた高
いエネルギーに到達したいという思いが強かった。
実施には至らなかったが、常伝導空洞を全数撤去
して全て超伝導空洞に入れ替える可能性まで考慮
すると、ビームエネルギーの上限は予め読み切れ
ない状況にあった。今から振り返れば、特に常伝
導や超伝導の磁石に対して、過剰な最大エネルギー
(40 GeV?) への備えが要求された。

3-2.	ルミノシティ
　TRISTAN は、等間隔に配置された 4か所の衝突
点を有する単一リング衝突型加速器である。同じ
軌道を対向して廻る電子と陽電子のビームは、衝
突点以外での衝突を避けるために、各々 2 塊 (バン
チ) にされる。そのため素粒子反応生成の頻度指標
ルミノシティはバンチ電流値と衝突点における
ビーム断面積で決まる。
　バンチ電流値を増して高いルミノシティに到達
する道は、単バンチビーム安定性の限界、さらに
衝突バンチ間に働く空間電荷力によるビーム不安
定性で制限される。これらビームの集団運動に起
因する課題は、完成後の TRISTAN でビーム運転
を続ける中、順次究明・理解・克服されてゆくこ
とになる。一方、ビーム断面積は衝突点のビーム
光学系で決まるが、超伝導四極磁石を導入するこ
とで大幅な性能向上が見込まれ、TRISTAN 完成後
に超伝導磁石を導入する方針が立てられた。

3-3.	リング周長と形状
　「トリスタン I の設計研究」では将来的な電子・
陽子衝突が視野に置かれ、陽子ビームが KEK-PS 
から供給される際の利便性を考慮し、リング周
長は KEK-PS (周長 339 m) の 8 倍案と 9 倍案の
両論が併記されていた。予算承認後の 1981 年 10
月公開のレポート “ABRIDGED DESCRIPTION 
OF  TR I STAN  ELECTRON-POS ITRON 
COLLIDING-BEAM MACHINE” で、未定であっ
たリング周長が報告されている。すなわち、高い
エネルギーを実現すべく 9 倍案を検討したが、ギ
リギリで敷地に収まらないことが判明、KEK-PS の
陽子ビーム間隔 (37.725 m) の整数倍ならば良いと
考え、最終的に周長は 3018 m (80 倍) に決められ
た。さらに周長と加速用高周波波長との比率 (ハー
モニック数) は 80 の整数倍という条件の下で 5120
に決められ、その結果ビーム加速用 RF 周波数は
約 508 MHz となった。
　トンネルの全体形状は、約 200 m の直線部 4 か
所を 4つの曲線部で繋ぐ、やや角張った円形となっ
た。各直線部には、測定器、加速空洞そして電子・
陽電子ビームの入射路を設置する。もっと円形に
近いトンネル形状で、ビーム軌道をゆったりと曲
げればビームの放射エネルギー損失を小さくでき
るが、より長い直線部に加速空洞を大量に設置し、
高い加速電圧を得てより高いエネルギーを追求す
る攻めの姿勢が貫かれた。トンネルの内部空間は、
将来的に陽子リングを増設する可能性を考慮し、
比較的余裕を保って確保された。

3-4.	建設地盤条件
　関東平野東縁に位置する筑波では、基盤岩は深
い所にあり、その上に厚く堆積層が積み重なって
いる。曲線部のトンネルは、事前のボーリング調
査で比較的 N 値 (地盤強度を評価する数値) が高い
ことが確認された地下 10 数メートルの砂質層の上
に杭打ち無しで設置され、直線部トンネル及び実
験室ホールは杭打ちされた基礎体上に設置された
（図１）。

TRISTAN 加速器
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	3-5.	加速器全体構成
　TRISTAN 加速器の最終目的は、次に述べる３種
の加速器によって達成される。

電子線形加速器
　 入射蓄積リング (Accumulation Ring, AR) に 
2.5 GeV の電子・陽電子ビームを供給する。
KEK-PF に電子ビームを入射する目的で建設され
た電子線形加速器に、新たに陽電子ビームを生成
し加速する機能が付加された。

入射蓄積リング	(AR)
　 線形加速器が供給する 2.5 GeV の電子・陽電子
ビームを蓄積し、8 GeV まで加速した後、主リン
グ (Main Ring, MR) に送り出す。電子と陽電子の
ビームは順番に切り替えて運転される。
　MR に先立つ 1983 年に完成し、測定器校正用
の電子ビーム供給の役割も果たした。実験ホー
ルが２か所設置されており、低エネルギーでの
ビーム衝突実験が可能で、MR 運転の練習さらに 
B-Factory としての可能性を探る実験も行われた。
後に、 MR へのビーム入射の合間の時間を使い放射
光源としても利用された。

電子・陽電子衝突リング	(MR)
　曲線部は水平・垂直ベータトロン位相進行 60°の
FODO タイプノーマルセルで構成され、運動量分
散の無い長直線部に繋がっている。曲線部中央の
対称点付近に、入射エネルギー時におけるダンピン
グ効果を増す為、ウィグラー磁石を設置してある。

　6 ファミリーの電源で駆動する色収差補正用六
極磁石から生じる非線形効果は 3 セル毎に打ち消
される。打ち消し合うペアの間にも六極磁石が存
在する、いわゆる入れ子型非線形補正方式である。
KEKB のために、TRISTAN ビーム運転の最終期に
結線を組み替え、非入れ子型補正方式の試験が行
われた。
　測定器用ソレノイド磁場から生じる水平垂直結
合の補正は歪四極磁石によるが、当初は摂動的計
算に基づいていた。超伝導四極磁石の導入時にこ
れに起因する困難に直面し、多くを学ぶ事となる。

4.	高周波源：開発と稼働（小野	正明）
　クライストロンの周波数、最大出力等がいかに
決定され、開発されていったかの経緯は (高田耕治
「加速器」Vol. 1, No. 2, p. 109, 2004.) に詳細に記
載されている。ここでは、大電力高周波源全体 (ク
ライストロン、立体回路、電源、更に冷却システム)
を構築し、安定な稼働を目指した努力を述べたい。
記憶に頼るところが多いが、1983 年以降の話とな
る。

4-1.	大電力高周波源の構成
　最終的に MR にクライストロン 34 本、クライス
トロン２本用と１本用の２種類の高電圧電源 20 台
が用いられ、その他に AR に 2本 /2台が用いられた。
電源はクライストロン 1本当たり、-90 kV/20 A の
電力を供給する能力を持ちアノード変調でビーム
電流を制御する。東芝 (T)、Valvo(V) 社より RF 
出力 1 MW/800 kW 級 (CW) のクライストロンの
供給が予定され (後に、1.2 MW/1 MW)、各クラ
イストロンは加速空洞 (APS/SCC) をサーキュレー
タ、マジックティーを含む導波管系を経由して励
振する構成だった (図 2)。
　段階的な増設を経て、1989 年超伝導空洞の設
置時のクライストロン内訳は、MR；T 社製 21
本、V 社製 13 本、AR；T 社製 2 本の規模となり、
32 GeV を達成し、その後の第 2期での 29 GeV 稼
働でおよそ 50 MW (研究所全体では 80-90 MW 
と記憶) の電力を使用する世界最大の高周波源と
なった。投入された電力は最終的に熱として消費
される。冷却システムにおいても、クライストロ

図 1　 開削工法によるトンネル工事．直線部トンネル（前側）
と曲線部（後側）トンネルの接合箇所，後方に見える
山裾は筑波山．
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ン - コレクター部は蒸発冷却 (RF 源電力の 〜38%)
を採用し大幅な冷却水削減を可能としたが、立体
回路系、常伝導空洞の他にも He 冷凍機系、電磁
石系、真空系の冷却を含めると相応の大規模な設
備となった；純水系統 (合計 ∼48000ℓ/min) と未
処理水系統 (合計 ∼45000ℓ/min) の二系統が MR 4
か所の機械棟から供給する能力を持つ。

4-2.	高周波源の稼働
　世界一と言う言葉を直接関与した仕事で聞いた
のは、1986 年に 25 GeV を達成した時であった (木
村嘉孝主幹の言)。加速電圧を上げランプしながら
ビーム電流との相関をペンレコに書かせるもの
だった。ビームを落とさないようランプのパラメー
タの試行錯誤を繰り返し、25 GeV の達成 (PETRA 
は 23 GeV) は一瞬のことで、あっけなかった記憶
がある。但し、想定通りのランプが出来、世界一
の言葉は以後の仕事の励みになった。
　大電力高周波源の立ち上げにおいては多くのト
ラブルを経験せざるを得なかった。T 社クライス
トロン(tube)の出力窓をドアノブ型とするまでは、
V 社のクライストロンが大電力を経験できる tube 
だった。特に、V-tube 納品に際しては当社の技術

者 (Bhoren 氏) が何度か来所され、高周波源全般
の立ち上げにとり有用な情報を伝えてくれた。当
時西川所長が V 社を訪問しその技術力に大いに感
銘を受け V-tube の納入を推進し、既に T-tube も
安定稼働となった後も、ある期間 V-tube 納入が継
続した (と聞いた記憶がある)。筆者は tube 開発に
は関与していないが、時期的に見て、V 社参入 (及
び KEK 側の危機感) が T-tube の安定稼働達成に
インパクトを与えたとの印象を持った。

	高電圧電源
　Tube 2 本用のクライストロン電源は、カ
ソード電源 (-90 kV, 40 A) 1 台、アノード電源
(80 kV, 10 mA) ２台の高電圧電源と、ヒータ電源 
(30 V, 28 A)、収束電源 (900 V, 12 A) 各 2 台等の
低電圧電源からなり、全体を制御盤で制御 / モニ
ターする (図 3)。制御は PLC を採用したことで変
更、改善等は迅速に対応できた。当時放電等も予
想される高電圧電源で PLC を使用するのは初めて
のことだった。クローバー回路は放電で tube が破
壊されるのを防ぐ為に、電源に蓄積されているエ
ネルギーを バイパス (DC -90 kV を短絡 ) する高
速のスイッチ回路である。高電圧部の制御応答が
遅い為、クローバー回路は 6 µs 以内の応答が求め
られ、その誤作動の抑止が大きな懸案事項となっ
た (クローバー動作は 6.6 kV 受電を短絡すること
にも等価で自他に大きな影響を与える)。稼働時の

図 3　�電源�8.5�x�6�m2�金網フェンス / 各機器間のアース結線
も示す（tube�は�30�cm�幅銅板に接地）．

図 2　�立体回路系（中西弘氏作図）．空洞は地下 ~10�m に設
置．導波管規格�WR1500，V-tube 用�WR1800/1500�変
換器も示されている．
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電源内は、コロナ放電→煤の集積、抵抗体等での
発熱、電源外は蒸発冷却の 100℃ 水タンクの存在、
立体回路の発熱 (透過 RF の〜 7% 損失)、夏場は外
気温も侵入し室内は高温 (〜 40℃ ) かつオゾン臭
も体感できる状態から出発した。
　初期不具合の対処後も、１か月以上の長期間の
稼働後には多種多様な不具合が現れ、事象ごとに
対処した。特にクローバー回路ではイグナイトロ
ン素子周辺のコロナ対策が一応の効果をもたらし、
十全とは言えないが実験継続を可能とした。残念
ながら、SuperKEKB の時点でも 2 〜 3 か所の電源
では誤動作は起こっている。

アース
　「コンクリート床は良いアースである」、とは当
時高周波源を担当されていた馬場斉先生の言であ
る。筆者は当初その意味が分からなかった。確か
に床上の人は 90 kV に触れば感電し電流が流れる
(実際あった) ことで一応の納得はできる。ただし、
“良い”アースとの意味が分からなかった。前述の
様な状況下での回路の安定性、更にクローバー動
作時 (-90 kV 短絡時)でも回路破損を避ける等を求
めるとアース電位 (の変動) について考える必要に
迫られる。カソード電源 -クライストロンのリター
ン (30 cm 幅銅板) は電源のアース電位 (床電位か
らは浮いている)、クライストロン - 空洞間は導波
管で接続、両者は地上部 /トンネルの冷却水配管に
接続、AC 200/100 V 電源のアース電位、そして地
上部 /トンネル部の床等、各部の“アース電位”が
不即不離に干渉し変動している。筆者の失敗例で
あるが、カソード出力電圧を高圧プローブで測定
し不可思議な信号を見つけ、6トンもあるトランス /
整流器の解体、検査までしてしまった。高インピー
ダンスのプローブは“アース”の変動を容易に測定
してしまう。全ての系統のアースは共通に地球の
電位に固定しようとする為、期せずして相互の影
響を“良く”感知してしまう。

冷却
　クライストロン - コレクター部の冷却は蒸発冷
却方式を採用した。8 か所の電源棟には 3 〜 5 本
の tube が並列設置してあり、棟毎に蒸気は 1 か所

に集められ、空冷した凝縮水はコレクターへ再循
環される (図 4)。蒸気圧は大気圧近傍で運転しコ
レクター温度上昇を抑制することを目指した。並
列運転においては、わずかな圧力差 (〜 0.1 気圧以
下) が安定稼働を妨げる為各 tube から一部蒸気を
大気放出することとしたが、放出量抑制等の試み
は継続した。100℃ の純水及び蒸気は活性である。
蒸気放出部の凝縮管からの漏水等を引き起こした。
特に V-tube コレクター部の整流板の破損は、元々
(DESY では) 下部にコレクターがあり冷却水での
冷却であったものを、倒立させ蒸気冷却としたも
のであり開発では KEK での経験が不可欠であっ
た。
　立体回路系においては、サーキュレータ (通過
RF の 5% 損失)、ダミーロード (Circulator #3, 4 
port、Magic Tee #1, 2, 3 に設置) を冷却水で冷却
した。放電、フェライト破損、RF 接触不良、漏水
等相互に因果関係を持ちつつ、一通りを一再なら
ず経験した。アルミ - 銅 - 鉄等の異種金属が混在す
る系においては、純水に防腐剤を充填して対処し
た。流水量、温度インターロック等は点数も膨大
となり、検出素子や口金等の素材の安定使用も長
期運転においては問題となった。加速器運転の観
点からは、インターロック発報はその原因の軽重
に関係がない、水関連のトラブルは相当長期間の
バトルが継続したと思っている。

図 4　�クライストロン設置状況．T-tube，蒸
気管 /100℃水循環系等，導波管地下へ．
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4-3.	現在への遺産
　現在、SuperKEKB の MR では 30 本 (DR で１
本) T 社製クライストロンが稼働している。図 5 に
1986 年から現在までの運転時間の統計を示す。最
長 11 万時間を超え、平均 4万 7千時間以上を達成。
初期不良で寿命を迎えたものを再生 (青色；割合 
28/35) していることを踏まえても安定した稼働を
達成している。短時間 (1 万時間以下) 寿命の tube 
は TRISTAN 初期に集中していたと記憶している
が、一旦生き延びたもの (赤色) 及び再生したもの
(青色) は長寿命を達成している。KEK と T 社との
共同開発が評価されクライストロン (E3732) は国
立科学博物館が認定する「重要科学技術史資料 (愛
称：技術未来遺産)に登録された (第 00143 号)。
　クライストロン電源も SuperKEKB で使用、特
にトランス /整流器は 3.6 MW/1.8 MW の DC 電
力を発生する心臓部であるが、設置以来更新、修
理等は無く稼働を続けている。間違った測定で解
体検査をしたことを前述したが、特に大電力用ト
ランスの装填方法が見られたことは、先行して作
られた他社のトランスにおいて大きなトラブルを
経験した後のこともあり印象的だった。クローバー
動作の自己への影響として、コイルに生じる甚大
な機械的なストレスがある。先行したトランスの
トラブルはこのストレスによりコイルがバラバラ

に解け 1 相は断線していた。解体検査したものは、
負荷短絡にも対処出来るものであった。その他、
アノード電源のコッククロフト部や IVR(誘導電圧
調整器) も初期の 1 〜 2 例を除き設置以来の安定稼
働を続けており、現時点においては、不具合発生
の兆候は現れていない。劣化が想定される基板等
の更新を行いつつ更なる 10 年以上の安定稼働を期
待したい。
　最後に、大規模な冷却水系を準備したことが挙
げられる。純水系と相まって未処理水系も大規模
にあり熱の捨て場として有用であった。KEKB 加
速器はこれで凌げた。SuperKEKB 加速器において
は、真空系、電磁石系はほぼ純水系を倍増したが、
RF 系 (含む空洞) は既存の冷却水で立ち上げるこ
とが出来た。若干逼迫してきた感はありビーム増強
に応じてさらなる増強が求められるかもしれない。

5.	常伝導空洞：開発と稼働（肥後	寿泰）
　TRISTAN の高周波加速は、SLAC の ψ 発見に
寄与した衝突型蓄積リング SPEAR のエネルギーを
大きく超えて生成粒子質量をなるべく高くまで試
験するため、同時期に同じ方向性をもって進めら
れていた PEP/PETRA とのエネルギー競争に勝ち
たいという意識を常にもっていたので、蓄積に供
する加速空洞にはいくつもの特徴を目指していた。 
第一に高エネルギーへの道を開くべく、(1) 効率の
大きい加速空洞とすることに始まるが、その他に
も、(2) 高真空の達成、(3) 安定な加速電界の実現、
(4) 充分な電力の供給、(5) ビーム不安定性の抑制、
最後に、(6) 安価に量産体制がとれる設計と製造
メーカーの確立であった。
　標準的な 500 MHz 空洞は TM010 モードを用い
るので直径は〜 40 cm だが、高効率の可能性をも
つ DAW (Disk And Washer) 空洞では TM020 モー
ドを用いるので直径はその倍、〜 1 m サイズの
空洞にもなった。しかし KEK では陽子加速器の 
Drift Tube Linac (DTL) 空洞で実績があった鉄シ
リンダーに銅メッキで製作する技術があり、これ
を採用できるので DAW 採用も妥当な戦略のひと
つだった。
　空洞設計ではまず形状を最適化することによる
シャントインピーダンス (Rsh) の上昇をまず進め

図 5　�（吉田�正人�氏�提供）．
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た。当時、非常に高い Rsh を実現できる可能性があ
るとしてロシアで発明されていた DAW 空洞のア
イデアがあった。多くの加速空洞は、設計でも製
作でも回転対称な形状を基本にしてきており、現
在でも変わらない。1980 年代には既に回転対称空
洞の電磁波は計算可能になっており、現在ではフ
リーのソフトとして一般的になっている SuperFish 
を盛んに使って最適化を進めた。しかし、DAW 空
洞のワッシャーは円筒状の空洞本体にワッシャー
と呼んでいる電極を「浮かす」構造であるが、も
ちろん空中浮揚はできず、何らかの外からの機械
的支持と排熱を可能にする熱伝達の経路を付加す
ることが必須だった。これは構造として 2D を維持
することができず、3D 形状を導入せざるを得ない
ことになった。ビーズ計測と言われる空洞内の電
磁場を実験的に測定する方法を用いて空洞特性を
計測し、3 次元モードを推測して実現可能性を探っ
た。ワッシャーを浮かせれば 45 MΩ/m を実現で
きるはずだったが、当時 Rsh があがると考えていた
1 本吊り構造を採用しても 27 MΩ/m 程度までし
か上がらないことが分かってきた。それでも DAW 
空洞内の加速セル同士の結合は非常に大きくとれ
るので、図6左に示したDAWの様に、12セル(〜3.6 
m) もの長い空洞で安定に動作させることができた
のは大きな魅力であった。
　これに対して、実績のある空洞として雛形に
なっていた PEP/PETRA の場合は、高田耕治さん
が断片的ではあるが設計図面を含めた情報を得て
きており、それらでは 5 セル程度の連結空洞を採
用していた。DAW の場合からすると空洞の数は 2
倍以上になり、高額につながるので避けたいとこ
ろであった。しかし、これらの空洞は KEK PF の

空洞でも実現されていた空洞に似た形状であり、
TRISTAN 空洞への実現も確実にできる空洞タイプ
であると考えられた。しかもこれらの空洞は計算
がかなり適用できるので確実に進められるが、連
結できるセル数が少ないことだけが問題だった。
その欠点を克服する方法として、当時所長だった
西川さんが米国に滞在していたときに発明した二
重周期空洞、APS (Alternating Periodic Structure)
空洞のアイデアがあり、適用できるのではないか
との考えが上がってきた。世界的にはこの名称は
認知されていないので、二重周期構造 (Bi-periodic 
structure) というべきではあるが、TRISTAN で
は APS 空洞ともっぱら呼ばれてきた。主に中堅の
稲垣慈見、中西弘、北川潔らの開発してきていた
DAW 空洞はビーム試験も含めた実験的評価を進
められていたのに加え、並行して APS 空洞の現実
的な開発が始められ新参者達が開発を任されるこ
とになる。この方針決定は、公開の検討の場を経
た結論では無かったと思われ、当時加速器への駆
け出しであった若い連中にとっては、あれっ？と
いうちに決定事項になっていた気がする。この構
造では加速に寄与しない「結合セル」を加速セル
の間に挿入して、加速セル間の結合を強くするこ
とができ、空洞あたりのセル数を増やすことにつ
なげられた。しかも二次元形状を維持できるので、
計算結果を直接実設計に生かせるという観点で先
行きの見通しがたてやすい構造であった。
　空洞開発部隊は、高田耕治が先駆的見通し付け、
実質のグループリーダーとして 1984 年から加わっ
た山崎良成、それに「仕事は趣味でやるものだ」
と豪語していた水野元が中堅どころとして、後者
二人の漫才まがいのやりとりの中に重要な物理的

図 6　�12-cell�DAW�と�APS�cell�geometry．
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理解が飛び交って、40 年近くたって思えば実にゆっ
たりとした時間が流れていた様にも思える。この 3
人のシニアに若手が 4人、技術スタッフが 1人で 8
人体制が組まれ開発と製作が進められた。
　基本性能は 1985 年までに AR への 9 セル空洞で
確認し、いよいよ 1985 年には MR への量産に突
入した。1 リングに 104 台の 9 セル空洞を有する
蓄積リングとしては、HOM (higher order mode、
高次モード) に起因するビーム不安定性の危惧があ
り、これを抑制するために、空洞のモード周波数
の分散をさせることにした。空洞の RHOM を低く
することが重要で、一台一台の RHOM を下げるの
は結合空洞にダンパーを備えることで実現したが、
それに加えて、周回毎に全ての空洞を通過するビー
ムにとってはリング全体の空洞でその HOM 周波
数を分散させて、実効的に Q 値を落とし、RHOM 
を下げることができるので、量産には一台一台の
空洞で加速周波数は一定で、HOM 周波数だけ分
散させることにした。図 7 に 2 群に分けて製造さ
れている例を示す。104 台の空洞製作には 2 年程
かかるので、その間最初の空洞での高次モード周
波数 (fHOM) を計測しておき、後進で製作する空洞
の周波数調整に反映させる、いわゆる FF (フィー
ドフォワード)方式をとって実現した。
　加速器の周波数は空洞の温度やビームにより変
わるので、TRISTAN 空洞には可動チューナーが
必須であった。APS では二重周期構造で空洞内の
電磁波安定性を増加させてあるが、それでも DAW 
程の安定性を実現できないので、9 セルを有する空
洞全加速空洞にチューナーを備え、駆動は一挙に
行うことにして、加速周波数を全体として制御す
ることができた。

　空洞の実現には、もう一つの永遠のテーマであ
るカプラー開発がある。加速パワーは高周波源か
ら延々と導波管を経てトンネル内の空洞に伝送す
る必要があり、最後に空洞にエネルギーを注ぎ込
む装置がカプラーである。この部分は予算的にも
真空排気とはできないので、高周波源の直後と空
洞の直前に、セラミックで真空〜大気の境界を設
け、電磁波は通過させる場所が必要であった。
250 kW 級の電力を連続で通過させる場所で、セラ
ミック周辺の電界により電子放出があるとそれが
セラミック面をたたいてマルチパクター現象が発
生し、衝突エネルギーがセラミックを発熱させて
果ては熱破壊までに至ってしまうので、これを抑
制する必要がある。コーティングで二次電子増倍
メカニズムを抑制させるため TiN コーティングを
施したが、これにはコーティングする炉の特性が
結構微妙に効いていて、酸素分圧が多い (良くない
真空の？) 炉が良いとか、経験の領域を出ないとこ
ろも大きかった。
　作りたての空洞にはじめからフルパワーの高周
波を投入する運転はできない。通常安定に電圧を
発生させるために、小パワーから始めるエージン
グと呼ばれる処置が必要である。アセンブリーホー
ルにそのスタンドを設け、当時まだ若かった新参
スタッフは延々と遂行した期間がある。投入する
電力や真空をモニターし、パワーを徐々に上昇さ
せていった。当時、「空洞の中は見るものではない」
とよく言われたものだったが、やはり気になるの
は人の常、空洞の中をカメラで覗きながら、たま
には直接目で見たりして観察したが、空洞内表面
は輝点だらけで明るく美しい空間だった。最近に
なって、500 MHz 空洞である KEKB アレス空洞内
の輝点の観察と発光スペクトル解析を通じて輝点
の正体とその消滅現象も理解できてきていて大き
な進歩であり、加速器内に起きる様々な物理現象
を捉えて理解することの重要性を喚起させられる。
更に入力カプラーはセラミックがあって特に気に
なってモニターするわけだが、セラミック周辺の
グロー放電の青っぽい発光が印象的であり、また
時には輝点状の“物体”が空洞内を飛び回るのを見
つけて、「火の玉現象」と呼んだりして面白がりも
し、気にもなったわけである、が追い詰める時間

図 7　�空洞の�HOM�周波数を分散させるための製造段階での
周波数分散例．
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も無く量産を継続して行かざるを得ないのが現実
であった。「火の玉現象」は当時、何らかの巨視的
な物質が発光しているのではないかと部内では推
量したが、探索、理解はそれ止まりであった。こ
れらの問題が見え隠れしてはいたが、パワーは安
定に空洞内に供給されることは確認できて、空洞
での高周波加速はなんとかいけるだろうとの確信
は得られ、順次 MR へのインストールを行った。
　エージング時に冷却のための水を流すわけだが、
高真空を必要とする空洞の真空特性を改善するた
め、冷却水をヒーターで加熱し 135℃ の熱水を回
すという、特異の空洞ベーキングを行うことにし
た。ところがこれをやるとかえって水素分圧が高
くなることがわかり、高真空が実現できないこと
が分かった。水が分解され水素原子が空洞本体の
鉄を通して真空中へ拡散していることをつきとめ、
自動車の冷却水として使われていた「マリンブ
ルー」を冷却水に入れて水素流入の抑制を実現し、
なんとか蓄積リングの空洞としてゴールインでき
た。

6.	超伝導空洞：開発と稼働（古屋	貴章）
6-1.	はじめに
　TRISTAN 超伝導空洞の開発は 1980 年から始ま
り、3 台の単セル空洞の試作、3 セル空洞の試作
とビーム試験、さらには 5 セル空洞 3 台の製作と
ビーム試験を経て、1986 年には空洞の量産を開始、
1988 年に 16 台、翌 1989 年には残りの 16 台を設
置するという驚異的なスピードで完成させた。日
光直線部に並んだ 32 台の空洞は DESY の HERA、
CERN の LEP、JLAB の CEBAF に先んじて世界
初の本格稼働を開始し、200 MV の加速電圧を作
りだして TRISTAN のエネルギーを 32 GeV まで
引き上げた (図 8)。小島融三先生に率いられ最終
的には 15 名を越えるまでに成長したチームがこの
間に残した数々の手法や技術は今日の超伝導空洞
応用の世界に多くの影響を与えた。
　この成功には KEK が 1970 年代に始めた C バン
ド超伝導空洞を用いた基礎研究が必須であった。ま
ださほど情報がない中で独自の工夫を積み重ねて
直径が 38 mm、全長 185 mm の 9 セルのNb 空洞
を製作し (図 9)、1979 年に本邦初の超伝導空洞に

よる電子加速を実現したが、そこで得た 3 MV/m 
の加速電場は当時の世界レベルであった。
　小島先生の下に学振の研究員と受託学生の 3 人
が少ない予算のなかで工作センターの助けを借り
て手作りで作った全長 3 m の加速器であるが、表
面処理を含めた空洞製作技術、1010 の Q 値を制御
する高周波回路、2K クライオスタットなど、試行
錯誤のなかで獲得した知見と技術が財産となって、
TRISTAN 空洞に結びついた。

6-2.	TRISTAN	空洞の開発
　1980 年から始まった 500 MHz 空洞の開発では
空洞の直径がそれまでの 38 mm から 520 mm へ
と大きくなったため全ての工程が実験室を出て企
業の協力と連携を必要とした。そこで中心的な役
割を果たしたのが三菱重工の飯野陽弼氏だった。
Nb 素材の開発、成形、溶接、表面処理など、それ

図 8　�日光直線部に並んだ�TRISTAN� 超伝導空洞．2 台の空
洞を収納するクライオスタットが 16 基設置された．

図 9　�日本初の超伝導加速空洞．6.3�GHz�の�Nb�製 9 セル空
洞で 0.5�μA�の電子を 0.64�MV�へ加速した．
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ぞれの場面で必要になる技術や設備を有する会社
を探しては直接訪れ、研究者側が望む仕様と企業
側技術のギャップを埋めるための議論を繰り返し
た。議論の最後に自ら作成する議事録は飯野メモ
と呼ばれ絶対的な説得力を持っていた (図 10)。
　開発当初は空洞の製作や計測の技術確立と PF 
リングでのビーム試験を目指して 500 MHz の
単セル空洞を試作したが、1982 年からは明確に
TRISTAN を目的とした 508.581 MHz 空洞に変
わり、多セル空洞製作の課題抽出のために 3 セル
空洞に挑戦した。この空洞は中央セルと 2 つの端
セルを別々に作り、各々の低温性能を確認後に電
子ビーム溶接で一体化された。この時点では 3 つ
のセル全てが所定の加速電場を示す確信が持てな
かったからである。各セルの赤道部には高周波入
力ポートと高調波 (HOM) 取り出しのためのポー
トを取り付けて TRISTAN-AR リングでのビーム試
験に備えた。この 3 セル空洞からは実に多くの知
見と課題を得ることができた。3 つのセルの周波数
調整の問題、セル部に装着する HOM カプラーと
入力結合器の難しさ (これ以後は全てをビームパイ
プ部に装着することになった)、そして電解研磨方
式の見直しなどである。研磨中に電極から発生す
る多量の活性水素から空洞表面を守るために考え
た横型回転式電解研磨法はこのときの反省から生
まれたものであり、この方式は今では世界の標準
になっている。この当時 KEK だけが空洞の表面処
理に電解研磨を採用したのは鏡面が得られる、通

電により研磨量の制御が出来るという理由の他に 
C バンド空洞で重ねた研磨経験があったからであ
り、これが今に続く KEK の伝統になった。
　AR でのビーム試験でも多くの収穫があった。ク
ライオスタットの中に収容される空洞のアライメ
ントの方法や周波数チューナーの改善など、また
採用したループ式入力結合が破損して冷却用ヘリ
ウムが吹き出す事態に見舞われたため、以降は
ビームパイプに水冷式アンテナ型結合器を装着す
ることにした。これらの経験を積み重ねながら 
TRISTAN 空洞の量産が始まった。

6-3.	TRISTAN	空洞の建設へ
　TRISTAN 空洞は最終的には 5 セル構造にした。
電子と陽電子が逆向きに走る 1 リング方式のため、
各空洞のセル位置は衝突点から正確に決められな
ければならない。直線部の四極磁石のピッチが 
7 m である、連鎖事故防止のためにクライオスタッ
ト毎にゲート弁で仕切る、空洞の製造設備からは
1 空洞の全長は 2 m が限度などの条件から 1 台の
クライオスタットに 2 台の 5 セル空洞を収容する
ことにした (図 11)。冷やすと 5 mm 縮むヘリウム
容器への対応としてクライオスタット中央を固定
端にして入力結合器を装着し、周波数の制御には
クライオスタットの外から空洞全長を伸縮させる
チューナーを用意した。この入力結合器も独自開
発によるもので 4K の超伝導空洞に 100 kW を供給
できる当時としては破格の電力容量を持っていた。

図 10　�飯野氏を中心に議論を重ねる開発当初のメンバー．
テーブルを囲んで左から飯野，光延，斉藤，中里，
野口，古屋�（敬称略）．写真撮影は小島先生．

図 11　�クライオスタット断面．2 台の 5 セル空洞が収容さ
れている．中央に入力結合器，両脇に�HOM�結合器
が配置されている．周波数の調整はクライオスタッ
トの外からそれぞれの空洞全体を伸縮して行う．

TRISTAN 加速器
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　超伝導空洞には不純物や欠陥のない極めて清浄
な表面が必要であるが、その評価は完成した空洞
を冷却して性能試験するまで確認できず、確認で
きた時点では既に何台もの空洞が製造工程に入っ
ている。そのため予備を含めた 36 台の空洞量産
は、素材から組立・設置に至るまでの全工程が綿
密な生産計画とそれに基づく協力企業間との連
携、そして研究者たちによる各現場での厳密な品
質管理のもとで行われた。その結果、当時の世界
の加速電場レベルであり目標とした 5 MV/m を凌
駕する空洞が並んだが、それには担当した各企業
が自社内で行った技術開発と努力が不可欠であっ
た。KEK ではアセンブリホールに、当時としては
最先端のクラス 100 のクリーンルームを中心に空
洞や周辺部品の準備作業や空洞単体の低温試験 (縦
測定)、クライオスタットへの組み込み作業、その
後の低温試験 (横測定)のための基地が構築された。
1989 年に KEK がホストになって第 4 回国際超伝
導高周波ワークショップが開催されたが、各国か
らの参加者が希望したのはこの基地の見学であっ
た。隅までくまなく見学した後も CERN からは研
究者が訪れ、3 か月間にわたって組立までの工程と
その間の企業との連携や技術を調査して帰った。
　超伝導磁石との大きな違いは変動する冷凍負荷
であり、加速電圧の 2 乗で増える空洞損失は 1 台
あたり 100 W にも達し、場面によって変わる運転
条件に対応するためには、大容量の冷凍能力とと
もに種々の運転条件に対応できる機能を有するヘ
リウム冷凍機システムの構築が必要であった。今
も稼働している日光実験室の大型冷凍機の建設は
一挙にそれにたどり着いたわけではない。空洞の
開発段階とともに 300 W、500 W と規模を拡大
しビーム試験を繰り返すなかで経験を積み重ねな
がら冷凍機チームを育て、そして最終的に 4.4 K、
8 KW の冷凍機システムを完成させた。
　こうして TRISTAN 空洞は稼働を開始したが、
自らのアイデアの上に実験を重ねて具現化した開
発研究と国内企業との連携に支えられていた。プ
ロジェクト開始に当たって工場を訪れて説明をす
る我々に対し、「このような難プロジェクトを遂行
できるのは我が社をおいて他にない」と言い切っ
てもらったときの感激は今でも忘れられない。

6-4.	むすび
　1995 年に TRISTAN は停止し、予備を含めた
18 台のクライオモジュールは廃棄されることに
なったが、海外からの打診があるということで数
台は窒素ガスを封入してそのまま保管し、残りは
処分された。処分するモジュールからはゲート弁
やイオンポンプなどの真空部品は回収してその後
の R&D などに再利用され、Nb 空洞本体は鉱物資
源として保存された。周波数チューナーのように 
KEKB 空洞に再利用された部品もある。しかし残
念ながら保管したモジュールの引き取り手はな
かった。
　停止した TRISTAN の後継として KEKB 加速器
が計画されその高周波加速は超伝導か常伝導かが
議論になった。TRISTAN のビーム電流が電子と陽
電子合わせて 16 mA であったのに対し KEKB では
アンペア級と一挙に二桁大きくなり、ビーム負荷
とともにビーム不安定性を抑えるための徹底した
高調波対策が焦点になった。プロトタイプによる 
AR でのビーム試験を経て結局は常伝導の ARES  
空洞と高調波減衰型の超伝導空洞の併用になった
が、このハイブリッドシステムは位相差を与える
ことにより加速電圧とビーム負荷の配分という運
転条件の幅を広げることになった。こうして設計
を上回る 1.4 A の蓄積電流を達成したが、この成功
は C バンド空洞による基礎技術開発と TRISTAN 
空洞で培った実用機の建設と運用経験の上に、大
電流対応のための高調波対策を重ねた結果である。
このような技術開発の蓄積が KEK の将来のための
財産である。

7.	超伝導四極磁石：開発と稼働（土屋	清澄）
　1983 年秋、TRISTAN 加速器の衝突点ビームサ
イズを出来るだけ細く絞るため、強力なレンズの
役目をする 8 台の超伝導四極磁石 (QCS) を富士、
日光、筑波、大穂の 4 実験室に設置する具体的検
討が開始された。TRISTAN 加速器の建設が始まっ
て 2 年が経過した時である。先行の超伝導機器、2
つの物理検出器用ソレノイド (TOPAZ, VENUS)
と超伝導加速空洞システムの建設が既に始まって
おり、この後発の計画に関われる超伝導・低温の
経験者は極めて少なかった。しかしながら、物理
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実験グループの大きな期待を受けて、我が国初の
加速器用超伝導四極磁石システムの開発が始まっ
た。我が国では製作経験がなかった超伝導四極磁
石の開発は、共通系工作センターの協力を得て行
われ約 3 年半 (1984 〜 1988 年) を要した。この期
間内に 4 台の試作磁石の製作と試験が行われた。
試作クライオスタットの開発は企業の協力を得て
進められ約１年半 (1984 〜 1986 年) を要した。続
いて、システム設計の最終確認を目的としたプロ
トタイプ QCS システムの製作と試運転確認が行わ
れた。予期しないトラブルの発生もあり、運転確
認を終えるまでに約 2 年 (1987 〜 1989 年) を費や
した。4 実験室に設置する 8 台の超伝導四極磁石、
4 基のヘリウム冷却装置、4 台の電源の製作には 2
年 (1989 〜 1990 年) の歳月を要した。4 実験室へ
の QCS システムの据付・試運転調整に許された期
間は約 6 か月という非常に厳しいスケジュールの
中、作業は突貫工事で行われた。1991 年 2 月、シ
ステム完成後のビーム運転で、四極磁石のアライ
ンメントに不備があることが見つかり急遽修理す
るというハプニングはあったが、その後は大きな
問題もなく TRISTAN 加速器の主要機器の一つと
して QCS システムは約5年間(積算運転時:28,000 
Hr) 実用に供された。このシステムの導入により、
TRISTAN 衝突点におけるビームのベータ関数を半
減することができ、ルミノシティの倍増を実現し
た。さらに、超伝導磁石システムの長期運転・保
守の面でも様々な実績を積み上げた。
　ここで開発された四極磁石は物理実験用検出器
の内部に挿入されるものである。そのため本磁石
は、(1) 非常にコンパクトで、且つ、強いビーム収
束能力を持つ、(2) 実験用検出器ソレノイドの磁場
との干渉を避けるため、鉄ヨークを持たない空芯
の超伝導磁石である、(3) 35 GeV のビームエネル
ギーに対応できる磁場勾配の要求を満たすため、
前例の無い 4 層コイル構造の採用 (図 12 にコイル
断面を示す) 等の特徴を持つものである。その主要
パラメータは、全長 1.45 m、口径 104 mm、最大
磁場勾配 70 T/m、コイル経験最高磁場 6.0 T、磁
場勾配均一度 5 × 10-4 以下であり、当時のこの種
の四極磁石としては世界一級の高磁場磁石であっ
た。

　超伝導磁石の運転には極低温 (〜 4.5 K 以下) に
冷却するヘリウム冷却システムが必要であり、こ
のシステム設計の良し悪しは超伝導磁石の運用に
大きな影響を与える。QCS 冷却システムでは、少
人数で安定に運転できること、物理検出器のロー
ルイン、ロールアウトが比較的容易にできること
を基本条件として、(1) 我が国では前例が無かった
過冷却ヘリウム (〜 4.3 K) による冷却、(2) 衝突点
の両側に設置される 2 台の QCS 磁石の直列励磁方
式の採用による冷凍負荷の低減、(3) 検出器周辺で
の各種配線と QCS 冷却配管の錯綜を避けることを
目的とした超伝導ケーブル内蔵の多重トランス
ファーライン、(4) QCS 磁石の取り外しが容易に
できる配管接続構造、(5) 4 つの冷却システムの運
転監視を一か所で行う中央監視制御システムと冷
却運転の自動化など色々な新しい試みが取り入れ
られた。（図 13、図 14 に富士実験室内に設置中の 
QCS 磁石を収納したクライオスタットおよび冷却
システムの配管類を、図 15 には冷却システムの概
略図を示す）
　1984 年から約 7 年の歳月をかけて開発・製作
された QCS システムは我が国の加速器用超伝導
磁石技術を欧米と肩を並べるレベルにまで引き上
げ、その技術は KEKB 加速器の衝突点超伝導磁石、
LHC 衝突点超伝導四極磁石 (MQXA)、J-PARC 
ニュートリノビームライン磁石、SuperKEKB 衝突
点超伝導磁石などの開発・製作に大きな影響を
与えた。また、そこで使われた冷却設備やシステ

図 12　�QCS�磁石断面．
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ム構成の考え方も KEKB や SuperKEKB 加速器の
衝突点超伝導磁石システムに引き継がれ、今日の 
SuperKEKB 加速器の運転を支えている。

8.	超高真空システム：開発と稼働（金澤	健一）
　この項の筆者は、1983 年 6 月から TRISTAN 真
空グループに参加している。当時、入射路や AR の
ビームパイプはすでに設置されている状態で、MR 
のアーク部のビームパイプは製作中であった思う。
TRISTAN の真空系は「オールアルミ合金超高真空
システム」というのが宣伝文句であった。ただ、ビー
ムパイプにアルミ合金の押出パイプを使用するこ
とはすでに常識化していて、SPEAR, PEP, NSLS, 
PETRA, LEP など多くの例がある。ここでは̒ オー
ルʼという言葉が味噌で、真空フランジ、ガスケッ
ト、さらにベローズまでを、世界で初めてアルミ
合金で製作した。しかし、弾性範囲の狭いアルミ
合金を成型ベローズに使用したのは良いアイデア
とは言えなかった。またアルミ合金の超高・極高
真空用材料としての側面を強調するあまり、実験
室でのベストデータがすぐに大量生産の品質に反
映できる、という研究者が陥りがちな思い込みが
見られたことは、反省材料である。この時のオー
ルアルミ合金超高真空システムの仕様が、ビーム
の洗礼によりどのような変容を強いられるかを、
真空グループは経験を通じて学んでいくことにな
る。
　TRISTAN のような大きい計画で採用された加
速器の仕様は、運転時に大きい問題を起こさない
限りその後の計画にそのまま採用されることが多
い。しかし、若い人には、古い装置のデッドコピー
で満足することがないように、批判精神を持ち続
けてほしいと思う。現在の KEKB 真空グループは、
批判して改良するという健全な進歩を続けている。
しかしその進歩のなかに力強く生き残っている
TRISTAN 時代の遺産がある。

8-1.	イオンポンプ電源
　イオンポンプは負荷 (圧力) によって放電電流が
変化するので、広い範囲の負荷に対して放電電圧
を維持しようとすると、大きな出力の電源を必要
とする。しかし常用の圧力範囲で必要な電力は極

図13　富士実験室に設置された�QCS�クライオスタット．

図14　富士実験室に設置作業中の�QCS�システム．

図15　QCS�冷却システムの鳥瞰概念図．
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めて少ない。TRISTAN 以前のイオンポンプの電源
は大きな出力が得られる仕様になっていて、かな
り大きなものが普通であった。TRISTAN のように
多数のイオンポンプを必要とする真空系では、電
源が広い設置スペースを占めることになり、好ま
しいものではない。そこで当時の真空グループの
メンバーは、放電電流が増えると高圧を下げて出
力パワーを下げることにより、NIM BIN 2 スロッ
トに収まる電源を開発した。その新しい電源が、
イオンポンプの様々な使用条件下で使用可能なこ
とを確認し、TRISTAN における採用に踏み切った。
今日商業的に流通しているイオンポンプの電源は
ほとんど類似の発想のものであるが、素晴らしい
逆転の発想の成果だと思う。

8-2.	冷陰極電離真空計 (CCG) の採用
　CCG は真空中でペニング放電を起こし、圧力を
計る。残留ガスを電子でイオン化して圧力を知る
いわゆる熱陰極電離真空計 (HCG) と比べて測定精
度は悪いが、安価で、大気突入があっても壊れない。
加速器には真空計はだいたい 10 m に 1 個程度、リ
ングの圧力の局所的な変化を知るために必要とな
る。TRISTAN の場合だと約 300個。これをすべて
HCG にした時の保守やトラブル対応を考えると、
精度のいい局所的な圧力を知ることにどれだけの
メリットがあるといえるだろうか。事実上、ない。
CCG の伝統、これはこれから先も残るに違いない。

8-3.	水車型流量計
　あまり大きな声では言えないが、基本的な構造

は売り物をまねたようだ。細部はすべて KEK で考
えている。流量は、流量に依存するが、計ること
ができる。加速器の運転記録を見ていると、各グ
ループの冷却水の流量計のトラブルは結構多いが、
何百個とつかわれている我々の流量計の故障率は
極めて少ない。現在でも SuperKEKB の真空系に
使用されている。

9.	制御：開発と稼働（菊谷	英司）
9-1.	概要
　TRISTAN 加 速 器 の 制 御 の 検 討・ 設 計 は 
TRISTAN 計画の approval からすぐの 1980 年台
のごく初期から行われた。当時は加速器制御にコ
ンピュータを本格的に採用するという時代の流れ
が始まったころであり、当然のその時流にのった
ものとして検討・開発が進められた。その時にモ
デルとなったのが CERN の SPS の制御システムで
あった。また、コントロール室 (現 SuperKEKB コ
ントロール室) 自身も SPS のコントロール室がモ
デルとなった。

9-2.	コンピュータとそのネットワーク
　CERN の SPS の制御システムには NORD 社と
いう会社のミニコンピュータが使われ、加速器制
御 のための専用のインタプリター言語“NODAL”
が開発された。TRISTAN の制御はこの NODAL 
言語の文法をほぼそのまま踏襲し、インタープリ
ターが日立製作所の大みか工場で開発された。下
の図にこのコンピュータシステムのネットワーク
システムを示す。全部で 20 台強の制御用ミニコン

図16　建設中の�TRISTAN�主リング．�

図17　�TRISTAN� 加速器計算機システムの概念図．四角で囲
まれた� OP0 �などが各ミニコンピューターであり，そ
れがループ状のネットワークで結合されている．
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ピュータがループネットワークで結ばれている。計
算速度が要求される計算は semi-real-time で運転
に取り込まれ、KEKNET と呼ばれていた network 
によって中央計算機と制御系が結ばれていた。

9-3.	ユーザーとのインターフェース
　ユーザーとのコミュニケーションは徹底的にソ
フトウェア化し、「ハードのスイッチなどはおか
ない」というのが基本方針であった。下の写真は
まだ入射蓄積リングのみでメインリングができる
前の頃の制御卓である。奥行き 30 センチほどの
「机」の前にタッチパネル二面一組があり、その上
にグラフィックディスプレーがある。徹底的にソ
フト化といっても生のシグナルを見たい場合もあ
り、制御卓にオシロスコープが嵌め込まれている。
今でこそタッチパネルは我々の生活の周辺にいく
らでもある。しかし、1980 年台のごく初頭、こう
したものはほとんど世の中になかった。指の圧力
を感じる透明板状のセンサーをブラウン管の上に
セットし、それで制御プログラムを動かそうとす
るものである。液晶テレビなどない時代であるの
でタッチパネルの下には 14 インチのブラウン管が
埋め込まれていた。

　次の写真は AR しかなかった頃のタッチパネル
の一番入り口の画面である。今の web の画面に慣
れてしまった我々からみるといかにも単純である。
現代のスマートフォンのセンサーのような微妙な
ことはもちろんできず、少し標準と違う位置から
操作しようとすると、センサー面とディスプレー

面の距離による視差により圧力センスがうまくゆ
かない。その結果、慣れない人が使おうとすると「感
じない」ことがしばしばあった。

9-4.	ハードウェアとのインターフェース
　ハードウェアへのアクセスは CAMAC を通して
行われた。当時高エネルギー実験では機器とのイ 
ンターフェースを標準化する目的で CAMAC 規格
のモジュールが盛んに使われるようになっていた。
高エネルギー実験用としては LeCroy 社などの企業
が製品としてモジュールを販売していたが、加速
器制御に最適な CAMAC モジュールは市販品して
は存在していなかった。そこで ADC、DAC と言っ
た標準的なモジュールやレベルアウトプットのよ
うな加速器特有のモジュールが特注生産された。
デバイスハンドラーは日立の大みか工場がもとも
ともっていた FORTRAN に似た言語でコーディン
グされていたが、全てが CAMAC とのやりとりの
CSSA というルーチンで行う形式であった。
　この制御システムは AR の運転に使われ始めて
から、TRISTAN メインリングが終わるまで使用
された。（AR 制御には少し後まで使用された）。
KEKB の時代になると、ミニコンピュータはワー
クステーションになり、ポインティング・ディバ
イスはタッチパネルからマウスに変わった。ハー
ドとのインターフェース回路は VME となった。（た
だ、CAMAC は一部のハードウェアで使用され続
けた）。大いに時代の流れを感じさせるものである。

図19　実際の操作に用いられた「タッチパネル」の実例．

図18　TRISTAN�加速器の制御卓．
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10.	ビーム運転とビーム物理学の進展（船越	義裕）
10-1.	AR	ビーム運転
　TRISTAN AR (Accumulation Ring; 入射蓄積リ
ング) は、TRISTAN MR(主リング) への入射器で
あり、前段の Linac (線形加速器)から 2.5 GeV の
電子及び陽電子ビームを入射し、6.5 GeV まで (後
に 8.0 GeV まで) 加速した上で、加速されたビー
ムを取り出し、MR へ入射する目的で使用された。
AR は 1983 年に完成し、翌年 7 月には電子ビーム
の 6.5 GeV までの加速に成功した。AR は MR へ
の入射器としての用途以外に、それ自体電子・陽
電子の衝突型加速器として用いることを念頭に設
計されたものであった。1989 年には AR を用いて 
Ｂ 物理実験を行うことを提案する Proposal が実
験計画を進めるグループにより TPAC (TRISTAN 
PAC) へ提出された。これに先立って、AR の衝突
型加速器としてのポテンシャルを調べるビーム衝
突実験が行われ、当時 B 物理実験を実際に行なっ
ていた CESR を超えるルミノシティに到達できる
ポテンシャルが示された。この Proposal は TPAC 
において承認されることはなかったが、このアク
ティビティは、のちに KEKB における Ｂ 物理実験
へつながっていくことになる。また、AR でのビー
ム衝突実験において、コヒーレントビームビーム・
チューンシフト (Δνx, Δνy) とビームビーム・パラ

メータ ( , ) が Yokoya factor と呼ばれる係数で
結ばれることが示された。この係数は横谷馨氏の
理論計算によって導出されたものであるが、AR で
の実験の値と一致した。この係数の存在を示した
ことは、TRISTAN におけるビーム物理の成果の一
つである。また、AR のビーム軌道近くに internal 
target (内部標的、材質はモリブデン) を挿入して、
高エネルギーのガンマ線を発生させ、そのガンマ
線を物理実験用の検出器の較正等に用いる目的で
使用された。さらに、TRISTAN の物理実験が終了
した後の 1996年に延べ 10週間にわたって、AR 大
電流実験と呼ばれる実験が行われ、500 mA を超え
るビーム電流を蓄積し、KEKB で用いられる予定
の RF 空洞 (ARES 空洞及び超伝導空洞)や bunch-
by-bunch feedback システム等の大電流でのビー
ムテストを行った。その後、AR は専用の放射光実
験施設に転用され、現在に至っている。

10-2.		TRISTAN	主リングのビーム運転と性能改善の
経緯

　1986 年 10 月 22 日に TRISTAN 主リング (MR) 
での電子ビームの周回に成功した。また、同年 11
月 14 日には、MR に蓄積された電子・陽電子ビー
ムを 6.5 GeV から 25 GeV まで加速した上で、こ
の当時の世界最高エネルギーで、ビーム衝突を実
験的に確認した。これより、1995 年 7 月に物理実
験が終了するまで、TRISTAN 加速器の運転が続け
られた。TRISTAN 実験は、エネルギーフロンティ
アの領域で物理実験を行う第一期運転 (1986 年 11
月〜 1989 年末) と、より高いルミノシティで精密
実験を目指す第二期運転 (1990 年 2 月〜 1995 年 7
月) に分かれる。第一期運転では、RF 加速空洞の
増強によって、最終的には最高ビームエネルギー 
32 GeV での実験が行なわれた。CERN の LEP が
1989 年から運転を開始したことに対応して、加
速器を安定して運転でき、かつ TRISTAN のエネ
ルギー領域の特徴を生かした物理の研究ができる
ビームエネルギー (29 GeV 等) での第二期物理実
験が行われた。

10-3.		第二期ビーム運転：高ルミノシティを目指して
ルミノシティを決める要因とルミノシティ向上の経緯
　高いルミノシティを目指すマシンは、エネルギー
フロンティアで運転されるマシンに比べて、ビー
ムを用いたチューニングがより難しくなる。以下
で、TRISTAN において、どういうパラメータが
ルミノシティを決める上で重要だったかを説明し、
ルミノシティ向上のための努力の経緯を述べる。

図20　ビームエネルギー状況の推移．
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まず、TRISTAN におけるルミノシティ向上の履歴
を図 21 に示す。
　ルミノシティはビーム電流の二乗に比例し、衝
突点でのビーム断面積に反比例する。このためル
ミノシティを上げるには、ビーム電流を増やすこ
とと衝突点ビーム断面積を減らすことが重要であ
る。

ビームの断面積
　衝突点でのビームの断面積を小さくするには、
そこでのベータ関数を小さくする方法とビームエ
ミッタンスを小さくする方法がある。衝突点での
ベータ関数を小さくすることを目的として、衝突
点付近に超伝導四極電磁石 (QCS) を開発し、1991
年より実用に供された。この導入により、衝突点
のベータ関数が導入前の =2.2 m, =0.1 m か
ら導入後は =1.0 m, =0.04 m まで縮めるこ
とができた。図 21 に示されるように、1991 年に
ルミノシティが倍増したのは、この QCS の導入
によるものである。ビームエミッタンスを小さく
するのに、水平方向のエミッタンスに関しては、
TRISTAN では、加速周波数をわずかに上げる方
法が取られた。設計ラティスでは、水平エミッタ
ンスが 6×10-7 m であったが、この方法により、
8×10-8 m まで下げることができた。垂直方向のエ
ミッタンスは、マシンエラーによって生じた垂直
方向の残留ディスパージョン (分散関数) や x-y 結
合によって値が変化する。これらの垂直ディスパー
ジョンや x-y 結合をオプティックス計算により補正
する手法が TRISTAN では、確立していなかった

ので、リングのいたるところでビーム軌道を微調
整するチューニングが行われた。これは、加速器
運転においてルミノシティに直結する重要な調整
であった。また、この垂直エミッタンスを小さく
するための調整の際に、ビームビーム・チューン
シフトのモニターがルミノシティの変化を素早く
検知するモニターとして役に立った。なお、電子・
陽電子コライダーでルミノシティの制限要因にな
ることが多い、ビームビーム効果によるビームサ
イズの増大は、TRISTAN では、下記のようにバン
チ電流が比較的低い電流で制限されたために大き
な問題にはならなかった。

バンチ電流
　入射エネルギー (8 GeV) でのバンチ電流制限が
大きくルミノシティを制限する要因になった。バ
ンチの電流を増やしていくと、しだいにビーム寿
命が短くなり、最終的には入射電流と釣り合って、
いくら入射を続けても電流値が増えないという状
態に陥り、バンチ電流で 4 mA 程度、４バンチ合
計で 15 mA 程度に電流が制限された。この制限は
リングのインピーダンスが関与したシンクロベー
タトロン共鳴に起因するものであった。実際の運
転では、できるだけこの現象を避けるために、νx, 
νy, νs を慎重に選ぶとともに、RF セクションの残
留ディスパージョンを小さくする目的で、衝突点
やアーク部の対称点などに非対称軌道バンプをト
ライアンドエラーで立てるなどの努力がなされた。
このシンクロベータトロン共鳴が関係するビーム
不安定性の発見も TRISTAN におけるビーム物理
の成果の一つである。

SAD	開発とビーム運転での実用
　SAD (Strategic Accelerator Design) は、生出勝
宣氏を中心として KEK において開発された加速
器汎用計算機コードである。KEKB, SuperKEKB, 
ATF, ILC 等でもその威力を発揮しており、加速器
設計、ビームシミュレーション、ビーム運転にお
いて欠くことができない存在になっている。この
SAD は TRISTAN MR の運転が始まった 1986 年
頃から開発が始まったものであり、TRISTAN の設
計に用いることができなかった。SAD の優秀性が

図21　ルミノシティの向上の履歴．
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最初に実証されたのは、TRISTAN において QCS 
導入後に発生したビーム運転の問題を解決した際
であった。SAD により初めて可能になった水平・
垂直方向のパーフェクトマッチングと SAD による
ダイナミック・アパーチャーの改善予言に基づい
て、問題が劇的に改善された。それ以降、SAD は
上記のマシンの設計や運転に威力を発揮し続けて
いる。

開発グループ
　TRISTAN のビームオペレーションは、初期には
各ハードウェアグループから派遣されたメンバー
からなる「立ち上げグループ」と呼ばれるグルー
プによって担われていたが、第二期運転の途中の
1992 年初めから「開発グループ」と呼ばれるグ
ループが担当することになった。これは、ビーム
性能を開発し、性能向上を目指すグループである。
TRISTAN の初期のハードウェアの開発や調整の仕
事が一段落し、ビーム運転を主な仕事とすること
が可能になった制御グループやビーム輸送グルー
プ等のメンバーを集めたもので、12 人のグループ
であった。長期シャットダウンの後のマシンの立
ち上げ時など、必要に応じて、開発グループがビー
ム調整に当たった。グループを 4 人ずつのサブグ
ループに分け、この 3 つのサブグループが 12 時間
交代で、ビーム調整にあたった。このグループは、
単にビーム運転を担当することにとどまらず、ビー
ム運転のためのツールの開発や、マシンの性能向
上のための提言なども行い、ビーム物理の見識を
深めて、後に KEKB など TRISTAN の後継計画に
おいて、その計画の設計やビーム運転の核になる
人材が育つ土壌にもなった。
 
10-4.	次世代加速器開発に向けて
新しい色収差補正方式
　1993 年秋に約１か月間の専用のスタディ時
間を設けて、TRISTAN 加速器を用いた non- 
interleaved sextupole scheme (NISS) と呼ばれる
新しい色収差補正方式に関するマシンスタディが 
行われた。この NISS は TRISTAN の後継計画で
ある KEKB において採用を予定されていたもので、
衝突点の垂直方向のベータ関数を 10 mm という

従来のマシンに比べて一桁以上小さな値まで絞る
ことを計画していた KEKB において、充分なダイ
ナミック・アパーチャーを確保する目的で採用さ
れたものである。この NISS は従来のマシンでは
採用されたことがなかった方式なので、何か原理
的な問題がないかを調べるのがスタディの目的で
あった。また、シミュレーションで得られていた
広いダイナミック・アパーチャーが実際に得られ
るのかどうか調べるのも目的の一つであった。ス
タディの結果、NISS に原理的な問題はなく、また
同時に測定されたマシンエラー (四極電磁石の磁場
の強さのエラーと六極電磁石の設置誤差) を考慮す
ると、(物理アパーチャーが狭くダイナミック・ア
パーチャーが測定できなかった垂直方向を除いて)
水平方向とエネルギー方向のダイナミック・アパー
チャーがシミュレーションと一致することが示さ
れ、KEKB での採用に自信が得られた。

TRISTAN 加速器
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TRISTAN 測定器

1.	全体の概要
1-1.	TRISTAN 実験と時代背景
　TRISTAN 実験が準備された当時は、素粒子世界
の描像として、標準理論が確立しつつある時期で
あった。この理論は 3 世代 6 種類のクォークとレ
プトン、電弱力と強い力による相互作用をつかさ
どるゲージ粒子、ゲージ対称性と矛盾なく粒子の
質量を生成するヒッグス粒子により構成されてい
る。しかし当時、6 番目のクォークであるトップ
クォークとヒッグス粒子は未発見であり、理論を
完結するために一刻も早く発見されることが待ち
望まれていた。また重いゲージ粒子、Z0 や W は、
発見されたばかりで質量や結合定数等の精密な測
定には至らず、強い相互作用をつかさどる量子色
力学も実験的に不明瞭であった。そのため標準理
論は確固に確立されるには至らず、電子陽電子実
験による精密な測定により理論の詳しい検証が求
められていた。
　一方、標準理論はより高いエネルギーで現れる
究極的な理論の低エネルギー近似であるとする考
え方が一般的でもあり、超対称性理論を始めとし
て標準理論を超える物理を構築する様々な理論も
提唱されていた。エネルギーフロンティアでの実
験により、その手がかりが得られるのではないか
と期待されていた。
　TRISTAN 電子陽電子衝突実験は 1986 年に始ま
り 1995 年までデータ収集が行われた。このうち
1989 年までの第 1 期は世界最高エネルギーでの実
験であり、新粒子・新現象に対する大きな期待の
下、実験が進められた。重心系衝突エネルギーは 
50 GeV より 64 GeV まで徐々に増強された。
　SLC/LEP にエネルギーフロンティアの座を譲っ
た 1989 年以降は、エネルギーはほぼ 58 GeV に固
定され、強度の増した衝突ビームを用いてデータ
収集量を増やした高統計による高精度の測定が行
われた。

1-2.	TRISTAN での物理
　TRISTAN 実験のエネルギー領域は、光子と Z0 
粒子それぞれの散乱振幅の大きさが同程度であり
それらの干渉効果が大きいことが特徴である。図１
のレプトンとクォークの前後方非対称度が、この
状況を示している。これを活用し、実験の初期に
は Z0 質量の測定、トップクォーク存在の間接的
証明、フェルミオン世代数が 3 であることの証明
が行われた。その他標準理論に関する測定として
は、種々の結合定数の測定が行われ、電弱相互作
用や強い相互作用の強さのエネルギー依存性が理
論の予想通りであることを示すとともに、グルー
オンの自己相互作用が量子色力学にしたがって存
在することの実験的証拠も初めて示した（図 2）。
一方、様々な標準理論を超える理論により予言さ
れている、磁気モノポール、超対称性粒子群、第
4 世代のクォークやレプトン、第 2 の Z0 粒子、素

図 1　�ミュー，タウレプトンそしてチャーム，ボトムクォー
ク対生成過程における前後方非対称度の実験データ．

図 2　�グルーオンの自己相互作用の実験的検証．点線は自
己相互作用がないとしたアーベリアンモデルの予言
値，実線は量子色力学による予言値である．
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粒子の複合性など多種多様の新粒子・新現象の
探索も行われた。1992 年には LEP 実験から質量 
59 GeV の新粒子の可能性が報告され、精密なエネ
ルギースキャンによる幅の狭い新粒子の探索が行
われた。残念ながら、新粒子は TRISTAN のエネ
ルギー領域には存在しなかったが、精度の向上し
た様々な測定は標準理論をより強固にするととも
に新しい物理の理論に対して制限を加えることと
なった。
　TRISTAN では電子陽電子衝突の測定に加えて、
その衝突直前に放出される光子を利用した光子・
光子衝突反応の研究も多数行われた。これには、
光子の構造関数の測定、光子中のハドロン成分よ
りクォークやグルーオンが分解する反応の証明、
光子・光子反応で生成される共鳴状態の測定など
がある。これらは、標準模型の範囲内の現象の研
究ではあるが、光子がクォークやグルーオンに分
解することの発見など、光子・光子反応に関する
新しい知見をもたらした。

1-3.	測定器と実験グループについて
　TRISTAN 実験では 3 つの大規模汎用測定器、
AMY （エミー），VENUS（ビーナス），TOPAZ（ト
パーズ）と 1 つの特殊実験装置 SHIP（シップ）が
4か所のビーム衝突地点に設置された。
　高エネルギーでの電子陽電子衝突で発生する
クォークやレプトンは光子・電子・ミュー粒子を
除き短寿命であり、それらが崩壊して生じる長寿
命の安定粒子が測定される。測定される粒子は、
光子・電子・ミュー粒子・パイ中間子・K 中間子・
陽子・中性子などである。測定器ではこれらの粒
子の荷電、運動量、エネルギーなどを測定し、測
定データの解析によりクォークやレプトンなどの
発生頻度や角分布、不変質量などを求める。粒子
の識別のためにその飛行時間・エネルギー損失・
transition radiation などを測定する粒子識別測定
器やミューオン測定器が使用され、イベントの判
別に活用する。B 中間子や D 中間子は衝突点より
数百μm 程度で崩壊し、生成される粒子は特徴的
なバーテックスを形成する。この検出のためにバー
テックス検出器が衝突点に最も近い場所に置かれ
る。

　電子陽電子衝突では様々な反応が発生するが、
それぞれの反応の発生頻度は低い。汎用測定器は
多数の反応を効率よく測定することを目指して建
設された。反応では、粒子は衝突点から全方向に
発生するので汎用測定器では電子陽電子ビームの
通過する一部を除き衝突点の周りを隈なく測定器
で覆っている。荷電粒子を測定するためにソレノ
イド電磁石と粒子の軌跡検出器、中性粒子の測定
のためにカロリメータが主要な測定器として装備
されている。
　VENUS と TOPAZ は 2,500 トン級の大型測定器
であり、それぞれ 0.75 および 1 テスラの磁場を生
成する薄型超伝導電磁石の内側に軌跡検出器が設
置されている。そのコイルの外側には電磁カロリ
メータが設置され光子や電子のエネルギーが測定
される。TOPAZ は中央飛跡検出器として多粒子の
軌跡を 3 次元的に再構成できることを特徴とする
タイムプロジェクションチェンバー（TPC）を使用
している。また TPC は電離量の測定により荷電粒
子の識別が可能な多機能の検出器である。VENUS 
は鉛ガラスカロリメータの各要素を衝突点に向け
るなどして、検出器物質の影響を極力抑えるなど、
精密測定のための配慮がされた総合性の高い測定
器である。一方、AMY は 3 テスラの高磁場超伝
導ソレノイドの中に電磁カロリメータを設置した
700 トン級の小型の測定器である。小型の飛跡検出
器で必要性能を実現する一方、最外部に設置され
る鉄粒子フィルターが厚くできるので高純度での
ミューオン識別を実現した。SHIP は汎用測定器で
は測定できないモノポールの発見に特化した測定
器であり、第1期の実験期間に使用された。モノポー
ルは磁石の S または N 極一方のみの未発見の仮説
粒子である。SHIP は衝突点を特殊なプラスチック
板で囲い、モノポールが生成する非常に大きな信
号の探索を行った。
　測定器本体とともに、電気信号の処理を行うエ
レクトロニクス、コンピュータによる全体制御と
データ収集のためのオンラインシステム、データ
解析のためのソフトウェアー・コンピュータシス
テムも実験の重要な要素であり研究開発がされ実
験に使用された。共同研究機関とのネットワーク
が整備され、遠隔地からのデータ解析や電子メー

TRISTAN 測定器
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ルでの情報交換・情報共有が始められたのもこの
時期である。
　TRISTAN 実験には 4 グループ合わせて国内
外 58 の研究機関が参加した。実験がピークを迎
えた 1989 年頃、250 人以上の研究者が実験に携
わっていた。全グループに外国人が参加していた
が、AMY グループは過半数が外国人であり、日本
をベースにした初めての大掛かりな国際協力プロ
ジェクトでもあった。

参考文献
[1]「トリスタン計画報告書」， 1996 年 9 月．

2．AMY実験
2-1.	実験の概要
　AMY 実験はトップクォークの発見と Z0-γ 干
渉効果の測定による電弱理論の検証を目的として
1983 年に提案された。
　1982 年に Steve Olsen 氏（後の AMY 実験の 
spokesperson）と Steve Schnetzer 氏が KEK 滞在
中に同室となり、TRISTAN 実験について議論し
たことが AMY 実験の端緒となった。その後、日
本、中国、韓国が加わって交際協力チームが形成
されて計画が具体化、1983 年 3 月に実験提案を行
ない、1983 年 11 月の PAC で、そのユニークな設
計思想が決め手となって、すでに採択されていた 
VENUS、TOPAZ の 2 つの大型汎用測定器に続く
TRISTAN の 3 番目の実験として採択された。
　AMY 実験は、米・日・韓・中・フィリピンの
23 機関、約 110 名の研究者からなる、KEK がホス
トする最初の大規模国際共同実験であった。この
ため建設作業のみならずグループ運営や事務手続
きに至るまで非常な苦心があり、年に１度、米国
の独立記念日に全 KEK 職員を招待して盛大なパー
ティを催すなど、多彩な人々の融和を図っていた。

2-2.	実験の特徴
　TRISTAN は電弱相互作用の干渉が最大になる
エネルギー領域にある。干渉項を通した電弱相互
作用の精密実験に加え、当時は DESY や CERN の
実験において幾つかの新現象が示唆されており、
AMY 実験は優れたレプトン識別能力によりこれら

の新現象に迫ることを意図して設計された。
　AMY 測定器の特徴は以下のようなものであっ
た。
• 3T の高磁場とコンパクトな測定器レイアウト
•  3T の高磁場下でも動作可能な 6 角形セル構造
のCDC と、高磁場による高い運動量分解能

• 厚い鉄による優れたミューオン識別能力
•  細グラニュラリティバレルカロリメータをソレ
ノイド内側に置くことによる、優れたγとπ0

の分離能力ならびに電子の識別能力
•  測定器高電圧や閾値等の計算機制御による高い
データ収集効率

•  新機軸の電子識別用 X 線検出器 XRD （高バック
グラウンド光子のため運用出来ず）

　実験開始時には前後方は VETO カウンターを設
置し、主としてバレル方向のみの測定を行なって
いたが、後に前後方カロリメータ・トラッカー、
小角度カウンター、ビームパイプカウンターなど
を増強し、超前方までアクセプタンスを拡大した。
図 4はその増強後のものである。

図 3　AMY�測定器とコラボレーター．
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図 4　AMY 測定器の 1/4 断面図．

図 5　�光子・光子衝突によるジェット生成過程における�
PT�>�3�GeV/c� のジェットを含むイベントのスラスト
分布．点線はクォークパートン過程（QPM）＋ベクター
メソン過程（VMD），破線，実線，一点破線は QPM
＋ VMD ＋仮想光子中のパートン成分によるマルチ
ジェット過程（MJET）で，それぞれ仮想光子中のパー
トン成分を変えたもの．MJET�過程を考えることによ
り，実験値（黒丸）をより良く再現出来ている [5]．

2-3.	実験の歴史と成果
　AMY 実験は 1986 年 12 月に  = 50 GeV で

データ収集を開始、1987 年 2 月には  = 64 GeV 
の最高エネルギーに到達した。この間トップ
クォーク探索が行われたが、PETRA 領域を超え
て 25 GeV から 32 GeV までの領域でも発見出来な
かった。そのトップクォークは 1995 年にフェルミ
研究所で発見されたが、その質量は遙か 173 GeV 
であった。
　この間のデータで Z0-γ 干渉効果が観測され、
標準理論がほぼ正しいことが確認された。さらに
ハドロンジェット生成事象の解析で 3 ジェット事
象の 3 つ目のジェットがクォーク由来の他の 2 つ
と異なりグルーオン由来であることを確認、これ
をもとに qqg 結合定数 αs を測定し、この定数がエ
ネルギーとともに小さくなっていく（running αs）
現象を確認した。また 4 ジェット事象のうちの 2
つがグルーオン由来であることを示し、ggg 結合
（gluon self coupling）の存在も初めて観測された。
電弱理論と大きく異なる量子色力学の特性が確認
されたことになる。
　その後エネルギーを 58 GeV に下げて高ルミノ
シティモードに入り、1994 年 6 月にデータ収集が
終了するまで、電弱理論と量子色力学の検証が詳
細にわたっておこなわれた。ハドロン生成断面積 

R 値が Z0 質量を 92.5 GeV とした標準理論の予想
より若干高めにでるという問題が最後まで残り、b'
クォークなどエギゾティック現象の存在が期待さ
れたが、結局 Z0 質量を 91 GeV とすることで解決
した。この値はその後の SLD と LEP での精密測
定の結果にほぼ一致していた。
　図 5 に、これも顕著な成果となった、光子・光
子衝突によるジェット生成過程における resolved 
photon （クォーク・反クォーク、グルーオン成分
へ分解した光子）の寄与を示す測定結果を示す。
　AMY 実験は合わせて 104 編の論文を発表した。
以下の 2論文はその代表的なものである。
 a）最初の論文：Phys. Rev. Lett. 60 (1988) 93-97.
 b） QCDの non-Abelian 性を示した論文：
　  Phys. Rev. Lett. 62 (1989) 1714-1716.

参考文献
[1] TRISTAN Proposal, TRISTAN-EXP-003.
[2]  Steve Olsen, Internationalizing KEK: The Early 

Days, KEK news, Vol. 6 No. 10.
[3]  菊地健，私の加速器遍歴（Ⅲ），「加速器」Vol. 10, 

No. 3, 2013 （142-154）．
[4] TRISTAN計画報告書 1996 年 9 月．
[5]  AMY Collabolation, Phys. Lett. B277 （1992) 

p. 215-220.
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3.	TOPAZ 実験
　TOPAZ 測定器は、図 6 に示すように時間投影型
3 次元粒子軌跡検出装置（TPC）を主要な荷電粒子
検出器とし、電子・陽電子衝突によって引き起こ
される現象のすべてを観測しようとする汎用の大
立体角測定器である。図 7 の TOPAZ 測定器写真
では、エンドキャップリターンヨークと端部測定
器を取り外し、TPC の端部が覗いて見られる。ま
た内部の測定器からのシグナル取り出し用の多数
のケーブル、超伝導ソレノイド磁石冷却用の液体
ヘリウム供給のためのチムニーと付属の冷却シス
テム（配管）も見える。
　TPC には 8 つのセクターがあり、それぞれのエ
ンドキャップに 176 本のセンスワイヤーがある。
通過する荷電粒子のエネルギー損失をこれら多数
のセンスワイヤーで測定することにより強力な粒
子識別能力を持ち、また、荷電粒子それぞれの飛
跡が裸眼でも容易に確認することができる（図 8）。 
　TPC の内側には、トリガーチェンバー（TCH）と
バーテックスチェンバー（VTX）の 2つの粒子軌跡
検出器がある。TPC の周囲には、64個のプラスチッ
クシンチレーター飛行時間測定カウンター（TOF）
がある。これらの装置は、1 テスラの超伝導ソレ
ノイド磁場中に配置されている。電子や光子など
の電磁相互作用をする粒子のエネルギーを測定す
るために、超伝導ソレノイドコイルの外側にある
4,300 個のバレル鉛ガラスチェレンコフカロリメー
タ（BCL）、そしてエンドキャップ部分に設置され

図 6　TOPAZ�測定器の 1/4 断面図．

図 8　�クォーク対発生事象のオンライン表示と TPC で測定されたエネルギー損失．

図 7　筑波実験室での�TOPAZ�測定器．
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ている鉛とガスチェンバーのサンドイッチカロリ
メータ（ECL）、Si パッドと BGO クリスタルから
なる前後方カロリメータ（FBC、LUM）、および Si 
パッドとタングステン板のサンドイッチからなる
リングカロリメータ（RCL）によって、極角 3.6 度
から 176.4 度までカバーする電磁カロリメータシ
ステムを構成している。バレル（BMU）およびフォ
ワード（FMU）ミューオンチェンバーは、ミューオ
ンフィルター（鉄吸収体）を透過するミューオンの
測定に使用される最も外側の検出器である。BMU 
の内側には BCL へ入射する粒子の飛跡測定用の検
出器（BDC）が配置されている。
　1991 年、TRISTAN 高ルミノシティ運転のため
に測定器内部に最終収束超伝導四極電磁石（QCS）
が設置されると同時に、測定器のアップグレード
が行われた。内部ドリフトチェンバーとルミノシ
ティモニターがそれぞれ TCH、VTX と FBC、
LUM に置き換えられ、BCL と ECL の間のカロリ
メータのギャップを埋める RCL が追加された。ま
た、ビームラインにより近づけて設置された VTX 
のためにビームバックグランド遮蔽用マスキング
システムが真空パイプ中に設置された。
　TOPAZ グループ参加研究機関（主な役割）は、
高エネルギー物理学研究所（BLC、TCH、VTX、
構造体、超伝導ソレノイド電磁石）、東大・原子核
研究所（内部ドリフトチェンバー、BDC）、名古屋
大学（ECL、EDC、RCL）、東京農工大学（内部ド
リフトチェンバー、BDC）、奈良女子大学（FBC、
LUM）、東京大学（TPC、TOF）、大阪市立大学
（BMU、FMU）、パデュー大学（VTX）、神戸大学
（VTX）、帝塚山学院大学（ソフトウエア）、東京工
業大学（ソフトウエア）、工学院大学（ソフトウエア）
である。
　物理成果の例として、図 9、10 に示すように量
子電磁力学（QED）と量子色力学（QCD）の結合定
数（α , αs ）がそれぞれの理論が予想するようにエ
ネルギーとともに強くなり、弱くなることを実験
的に検証した。
　このような大型の測定器を日本国内で建設する
のは初めてのことだったが、それまでの海外での
国際協力実験の経験をもとに、そして最先端測定
器技術を開発しながらタイムリーに実現すること

ができた。国際協力実験の例では、DESY 研究所
の電子・陽電子コライダー PETRA の JADE 実験
での鉛ガラスカウンターの電磁シャワー測定器、
SLAC 研究所の電子・陽電子コライダー PEP の
PEP4 実験での TPC などの建設と運転への参加な
どがある。

図 9　�重 心 系 エ ネ ル ギ ー (Q)=�57.77�GeV� で の 電 弱 相 互
作用の結合定数αの測定．ハドロン生成断面積に
よ る も の と， 電 子・ 陽 電 子 消 滅 過 程 と 2 光 子 過 程

（〈Qγ1�Qγ 2〉1/2）によるミューオン対生成断面積の比を
用いることにより系統的誤差を小さくした測定値を
プロットした．また，QED� 理論の予言を曲線として
表した [1]．

図 10　�PEP4-TOPAZ-ALEPH�(PTA)�Collaboration に よ る�αs 測
定：重心系エネルギーの違う 3 つの電子陽電子コラ
イダー（PEP,�TRISTAN,�LEP）における実験において
共通のデータ解析手法を用いて強い相互作用の結合
定数�αs�が測定され，QCD�の予言するようにエネル
ギー増大にしたがって小さくなる依存性が実証され
た [2]．
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参考文献
[1]  I. Levine et al., (TOPAZ Collaboration), Phys. 

Rev. Lett. 78, 424.
[2]  KEK ニュース 2004.12.09, https://www2.kek.jp/ja/

newskek/2004/novdec/tristan.html.

4.	VENUS 実験
4-1.	検出器について
　VENUS 共同実験の測定器、すなわち VENUS 
測定器は TRISTAN 加速器の南西衝突点のある富
士実験室に設置された。図 12 に 1/4 断面を示す。
この測定器では飛跡検出器として内部飛跡検出器
（IC）、中央飛跡検出器（CDC）、外部ドリフトチュー
ブ（ODT）、飛行時間検出器（TOF）が衝突点の周
りに円筒形に配置されていた。IC はカソード読み
出しでのトリガー信号を生成した。CDC は内半径 
25 cm、外半径 126 cm の通常の大気圧の多線式ド
リフトチェンバーで、ワイヤーは基本的にはビー
ム軸に平行に張られていたが、周期的にステレオ
ワイヤーを挿入することによってビーム軸方向の
座標測定にも対応していた。CDC の信号はヒッ
トパターンテーブル方式によるトリガー信号の生
成にも対応した。TOF はプラスチックシンチレー
ターで、言うまでもなく荷電粒子の飛行時間測定
を行うものである。これらの検出器は超伝導ソレ
ノイド磁石（直径 3.4 m、全長 5.2 m）によって生
成されるビーム軸に平行な 0.75 テスラの磁場中に
置かれた。
　ソレノイド磁石の外側には、リミティッドスト
リーマーチェンバー（BST）と鉛ガラス電磁シャ
ワー測定器（LG）が設置された。LG は 5,160 個の
鉛ガラスモジュールで構成され、電磁シャワーの
分離をよくするために衝突点を向いたポインティ

ング配置に組み上げられていた。BST はカソード
読み出しによって、LG で測定される電磁シャワー
のより高精度の位置情報やソレノイド磁石内での
光子反応の情報を得るためのものである。
　LG の外側にはソレノイド磁場帰還用の鉄、さら
にその外側には鉄の粒子吸収層とドリフトチュー
ブから成るミューオン測定器（MU）が四角形に
配置された。このため、図 13 から分かるように 
VENUS 測定器はサイコロ状の外観を呈すること
となった。このほか、ビーム軸に近い前後方には、
鉛とプラスチックシンチレーターを積層したルミ
ノシティモニター（LUM）が配置された。

図 12　�TRISTAN�ビーム軸を含む�VENUS�測定器の 1/4 断面．
1987 年当時の状態．

図 13　VENUS�測定器の外観．

図 11　TOPAZ�メンバー，1995 年 6 月撮影．
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　以上の検出器は 1986 年 11 月の TRISTAN 加
速器稼働当初から稼働しており、最初のビーム
衝突事象の測定に活躍した。その後、1987 年の 
TRISTAN 加速器休止中に前後方の電磁シャワー測
定用の液体アルゴン測定器（LA）が設置された。
　LA は鉛板をタワー状に積み上げたモジュールを
液体アルゴンに浸す構造に成っており、これも各
モジュールはポインティング配置となっていた。
　この LA の設置によって VENUS 測定器は当初
の完成形となった。一方で、液体アルゴンの複雑
な冷却系や LA そのものの重量のおかげで VENUS 
測定器の開閉は非常に困難なものとなった。実際
に、VENUS 測定器が開閉されたのはこの LA 設
置の際と、1990 年の大規模な更新作業の際だけで
ある。これ以外に開閉されたことはない。CDC な
どに測定器の開閉を伴う修理を必要とする事は無
かった。この時点で、VENUS 測定器の総重量は約
2,700 トンであった。
　前述のように 1990 年に大規模な測定器の更新
作業が行われた。VENUS では IC のバーテックス
チェンバー（VTX）とトリガーチェンバー（TC）へ
の置き換え、遷移輻射検出器（TRD）、前方飛跡検
出器（FWD）およびアクティブマスク（AM）の設
置が行われた。VTX はジェットタイプのドリフト
チェンバーで、衝突点周辺の粒子飛跡を高精度で
測定した。ボトム粒子生成の識別などに威力を発
揮した。TRD は電子識別能力向上のために CDC 
の外側に配置された。輻射体の構造などに工夫を
凝らし、世界で初めて大型の遷移輻射検出器製作
に成功した。こちらはチャーム粒子識別などに威
力を発揮した。
　VENUS 測定器は LA と更新作業で新設された検
出器以外は衝突実験のオーソドックスな検出器で
構成されていた。しかし、TRISTAN 以前には日本
国内に衝突型加速器は存在しなかった訳であり、
そのようなオーソドックスな検出器さえ制作の技
術的な蓄積はほとんど無かった。衝突実験におけ
る世界的には当たり前の検出器を、日本国内で当
たり前に製作し運用することができるようになっ
た。これこそが VENUS の最大の功績だったので
はないだろうか。

4-2.	物理の成果について
　物理の成果という面では、TRISTAN の衝突エネ
ルギー範囲内に新粒子が存在しなかったというこ
とから、残念ながら余りめざましいものは無かっ
た。しかし、Z 粒子生成にわずかに及ばない反応頻
度の谷間に位置していたことから、電弱相互作用
の量子力学的な干渉項の寄与が大きい事が期待さ
れていた。VENUS では衝突エネルギー 58 GeV の
大量のデータを全て用いて、レプトンの高精度な
電弱相互作用の測定を行った。それを基にして電
磁相互作用の遷移エネルギー依存性の検証も行っ
た（図 14）。このほか、ハドロン生成に対しても、
全断面積だけでなく、前述の VTX や TRD を用い
た重いハドロン生成の測定に多くの成果を残した。
　昨今の高エネルギー実験では国際協力が常識と
なっているが、VENUS は国際協力実験ではなかっ
た。公用語は日本語であった。この事は国際協力
に慣れていない国内の研究者や学生などに対して、
大型実験の敷居を下げる働きをしたのではないで
あろうか。日本国内での大型実験の経験、世界的
な最先端の研究の経験、それらの裾野を広げたこ
とも VENUS あるいは TRISTAN の大きな功績
だったのではないだろうか。

図 14　�電 磁 相 互 作 用 の 遷 移 エ ネ ル ギ ー 依 存 性． 黒 丸 が�
Bhabha� 散乱からの結果で，白丸がミューオン対生
成からの結果．実線は理論的な予想値．
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5.	SHIP 実験
　日光実験室の衝突点では SHIP 実験が行われた。
この実験の主たる目的は「磁気単極子（モノポール）
探索」である。電子などの素粒子はプラスまたは
マイナスの決まった電荷を持っているが、N 極ま
たは S 極の一方だけの磁荷を持った粒子はこれま
で見つかっていない。ディラックの唱えた理論に
よると、ある量の磁荷を持った粒子（ディラックモ
ノポール）があれば、電荷に最小単位があることが
説明できる。そのような粒子は、物質中で大きな
イオン化作用を起こすことが期待される。
　SHIP （Search for Highly Ionizing Particles）実
験では、大きなイオン化作用のある新粒子を探す
ために最適化された特殊なプラスチック板検出体
（CR-39） 12 枚で衝突点を取り囲む小型の検出器 
“Nikko-Maru （日光丸）”が用いられた（図15）。実
験は、日米の国際共同で、ハーバード大学、カル
フォルニア大学、岐阜大学、宇宙科学研究所（現 
JAXA）、KEK の研究者が参加した。
　1986 〜 89 年の期間、衝突エネルギー 50 〜
60.8 GeV の範囲で、合計 30.2 pb-1 の蓄積ルミノ
シティで探索が行われた。検出器は、ビーム加速
中は二分された状態で衝突点から離れたところで
待機し、加速後に衝突状態になってから自動で移
動して衝突点を取り囲む仕組みになっていた。一
定の運転期間ののちにプラスチック検出体はエッ
チング作業をされ、大きなイオン化による穴が顕
微鏡で探索された。

　本実験でのおもな背景事象は中性子や原子核（イ
オン）である。詳しい解析により電子陽電子衝突
で生じた新粒子の候補は一例も見つからず、質量 
28.8 GeV/c2 以下のモノポールの生成について新し
い上限値を得ることができた（図 16）。[1]

参考文献
[1]  K. Kinoshita, M. Fujii, K. Nakajima, P.B. Price, S. 

Tasaka, Phys. Lett. B 228, 543-547 (1989).

6.	付随する技術：DAQ
6-1.	FASTBUS
　TRISTAN 実験ではそれまで使われていた 
CAMAC システムに変わり、米国を中心に開発中
の FASTBUS システム（ANSI/IEEE Std 960-1986）
を採用することに決め、1982 年から KEK でも開
発がスタートした。当時、開発の中心は SLAC 及
び FNAL で、KEK は米国から FASTBUS について
の技術を教わった。当時の米国は豊かでおおらか
な時代で、回路図面や資料も自由にコピーし持ち
帰る事が出来た。

図 16　�実験で得られたモノポール対生成断面積の 95%� 信
頼度上限．横軸はモノポール質量，縦軸は点状ディ
ラックモノポールの計算値に対する測定された生成
断面積の比の常用対数．a）ディラックモノポール
の磁荷を持つ場合，b）その 2 倍の磁荷を持つ場合．

図 15　SHIP 測定器 .
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　一方、VENUS と TOPAZ グループはデータ収集
のオンライン・コンピューターとして、当時最先
端の Digital Equipment 社（DEC）スーパーミニコ
ンピュータ VAX780 を導入した。そこで FASTBUS 
から VAX への高速データ転送インターフェース
（VAX-FPI）の開発を行う必要があり、当時 DEC 計
算機の代理店である（株）理経との協力によって開
発が行われた。
　現在 LSI といえば CMOS が主流であるが、当
時はまだ CMOS は遅い回路にしか採用されてお
らず、主流はバイポーラ・トランジスタを用いた 
TTL ロジック IC であった。FASTBUS ではさらに
スピードを高めるため、スーパーコンピュータ等
で用いられている ECL ロジックを採用した。ECL 
は、速度は速いが、電力消費つまり発熱が多く、
集積度も低く、この ECL ロジックの採用がその後
の FASTBUS の広がりを妨げる一因ともなってし
まった。
　FASTBUS のアーキテクチャー自身は非常に拡張
性が高く、クレート内のデータ転送（クレートセグ
メント）と、クレート間をまたぐケーブル転送（ケー
ブルセグメント）が同様の手法で通信できた。しか
しながら、60 対 120 本の太いケーブルをクレート
間に這わせパラレル転送を行うやり方はスマート
ではなく、時代は少数ケーブルで高速通信を行う
シリアル転送へと移って行った。

　FASTBUS システムの開発には非常に苦労した
が、TRISTAN 実験では大容量の電源を備え、大風
量のファンで冷やす事で、高速データ収集を無事
安定に行うことが出来た。

6-2.	TKO
　TRISTAN 実 験 の デ ー タ 収 集 シ ス テ ム は 
FASTBUS で行うことになったが、検出器からの
データを最初に受け取る Frontend Electronics 
（FEE）は FASTBUS が持つような高度な機能は要
らなかった。また FEE は数が多いため、高価とな
る FASTBUS 規格は無駄に思われた。
　そこで回路室の大須賀氏が中心となり、より
FEE に適し価格を抑えられるシステムとして TKO 
システムが KEK 内で考案された。TKO はクレー
トからバックプレーン、各種インターフェースま
で KEK 内の有志が集まり規格が練られ、その後も
しばらくの間 PS 実験等でも使われた。

図 17　VENUS コントロール・ルーム． 図 18　VENUS エレクトロニクス・ハット．

TRISTAN 測定器
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B-Factory 加速器 
KEKB/SuperKEKB

1.	B-Factory	加速器	KEKB
1-1.	概要
　B-Factory 加速器 KEKB は Belle 実験のために B 
中間子・反 B 中間子対を大量に生成するエネルギー
非対称な電子・陽電子 2 リングコライダーである。
図１に示すように、周長約 3 km の二つの蓄積リン
グ、8 GeV 電子リング（high energy ring; HER）と 
3.5 GeV 陽電子リング（low energy ring; LER）、アー
ク部を含む全長約 650 m の入射リニアック、およ
び約 450 m のリニアックからリングへのビーム輸
送路から成る。KEKB の設計は TRISTAN 運転中
の 1989 年頃から開始された。当時は米国 Cornell 
大学の CESR （5.3 GeV の 1 リング電子・陽電子コ
ライダー）が世界最高ルミノシティで稼働してい
たが、KEKB に要求されたピーク・ルミノシティ
1×1034 cm-2s-1 は、CESR の 100 倍を目指す驚異
的な数値であった。（図 2）加速器・測定器ともに
検討が進み、B-Factory 計画として正式に承認され
たことを受けて、1994 年から 5 年計画で KEKB/
Belle の建設が始まった。加速器のデザインレポー
ト（KEKB B-Factory Design Report）は 1995 年
6 月にまとめられた。国際加速器レビュー委員会 
（KEKB Accelerator Review Committee） は 1995
年に第 1 回が開かれ、以後ほぼ毎年開催されて 

SuperKEKB へと続き、2020 年には第 24 回を迎え
ている。

　KEKB のビーム運転は、1997 年 10 月にエネル
ギー増強を済ませた入射リニアックから始まった。
蓄積リングについては、1996 年初頭から行われて
いたトンネル内据付作業が 1998 年 11 月に完了し、
12 月に HER、翌 1999 年 1 月に LER のビーム運
転が開始され、Belle 測定器ロールイン後の同年 6
月に初の素粒子反応イベントが観測された。
　KEKB のビーム運転初期は、米国 SLAC の 
B-Factory PEP-II/BaBar との熾烈な競争の歴史で
あった。2001 年に 0.34×1034 cm-2s-1 を達成してラ
イバル PEP-II を追い越し、ようやくルミノシティ
最前線に立つことができた（図 3）。以後は再び逆
転されることなく順調に世界最高ルミノシティを
更新し続け、2003 年 5 月に設計値を実現し、最終
的には設計値の 2 倍を上回る 2.11×1034 cm-2s-1 を
記録した。Belle 測定器が蓄積した総積分ルミノシ
ティは 1040 fb-1 であり、積分ルミノシティ目標値

図 1　�KEKB 概念図． 図 3　PEP-II�との競争：ピーク · ルミノシティの履歴．

図 2　�世界のコライダーのルミノシティ（2010 年までのデータ）．
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（当初は 300 fb-1 であったが、2004 年に 1000 fb-1 
に変更） を達成して 2010 年 6 月に無事運転を終了
した。（2008 年 7 月に運転終了した PEP-II の総積
分ルミノシティ delivered は 557 fb-1） KEKB の性
能向上の歴史は図 4で一望できる。
　KEKB の年表を以下にまとめておく。

1989 年 設計開始
1994 年 建設開始
1997 年 入射リニアックビーム運転開始
1998 年 HER ビーム運転開始
1999 年 LER ビーム運転開始、Belle 測定器で初

の素粒子反応観測
2001 年 PEP-II を追い越し、世界最高ルミノシ

ティ達成
2002 年 陽電子 2バンチ /パルス入射開始
2003 年 ルミノシティ設計値達成
2004 年 連続入射モード開始
2007 年 クラブ交差開始
2009 年 電子・陽電子同時入射開始、クラブ交差

以前の記録を更新、設計値の 2 倍を超
えるルミノシティ達成

2010 年 運転終了、SuperKEKB へのアップグ
レードに着手

1-2.	KEKB	の特長
　リング型電子・陽電子コライダーのルミノシティ
は、三つの主要パラメータであるビーム電流、衝
突点における垂直方向 β 関数（ ）、および、垂直
方向ビームビーム・パラメータ（ ）を用いて表す

と見通しが良い。ルミノシティはビーム電流と  
に比例し、  に反比例する。従って、ルミノシティ
を上げるには、できる限りビーム電流を大きく、  
を小さく、そして  を大きくする必要がある。こ

の基本方針に沿って KEKB の設計では、  として
はシミュレーションや他のコライダーの実績等か
ら期待できた最大値 0.052 を想定し、  は 10 mm 
まで絞り、ビーム電流は LER に 2.6 A、HER に 
1.1 A 蓄積することを目標とした。
　目標ルミノシティ、ビームエネルギー、ビーム

電流、  、  を決めても、それを実現する具体的
なマシン・パラメータには多くの選択肢があり、
複雑に絡み合っている。KEKB で選択したマシン・
パラメータでは、衝突点におけるバンチ形状は、
水平 77 μm、垂直 1.9 μm、進行方向（バンチ長）  
5 mm となる。相手ビームと衝突した状態で垂直

図 4　�KEKB�のルミノシティの歴史 : 上から日毎の（1）ピークルミノシティ（10/nb/s�=�1034�cm-2s-1），（2）1 日の積分
ルミノシティ，（3）ビーム電流最大値，（4）効率、総積分ルミノシティ．なお，ルミノシティの数値は加速器が
提供した�（delivered）値ではなく�Belle�測定器が取得した（logged）値である．

B-Factory 加速器 KEKB/SuperKEKB 
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方向のビームサイズを増大させず極めて薄いバン
チ形状を維持することが重要である。
　大電流ビーム、特に大電流陽電子ビームを実現
する点では、入射器から供給するべき電荷量が少
なくなるのでリング周長は短い方が有利である。
1.3 km 程度の新トンネル案も 1991 年頃まで検討
されたが、予算的・時間的な制限から、TRISTAN 
の資産を最大限活用して既存トンネル内に周長
3 km の 2 リングを建設することとなった。このト
ンネルは KEKB に必要な加速器コンポーネントを
不足なく設置するのに適したものであった。
　TRISTAN トンネルは、各 200 m の 4 直線部
（筑波、大穂、富士、日光）とそれらを繋ぐ 4 曲線
部からなる。KEKB に転用する際に、衝突点領域
は筑波直線部に構築され、高周波加速空洞は大穂
（HER 用常伝導空洞）、日光（HER 用超伝導空洞）、
富士（LER 用常伝導空洞）直線部に設置された。ま
た、LER の減衰時間を HER と同程度に短くする
ため主二極磁石と同等の磁場強度と総磁場長を持
つウィグラー領域を大穂および日光直線部に設け
た。TRISTAN は将来的に 3リングの設置を想定し
ていたのでトンネル断面積は十分な大きさがあり、
KEKB の HER と LER を横並びに設置することが
できた（図 5）。これは、大きな利点であった。衝
突点に対向する富士直線部で両リングのビームラ
インは上下に分かれて交差し内外が入れ替わるよ
うに配置された。
　電子及び陽電子ビームは入射リニアックで所定
のエネルギーまで加速されリングに入射される。

入射リニアックから富士直線部に設けられた入射
点へのビーム輸送路も既存 Beam Transport （BT）
トンネルを最大限利用して建設された。途中に
125 m のバイパス・トンネル「直接入射路」を新
設して、TRISTAN AR への輸送路と切り離した。
BT トンネル内に電子と陽電子のビームラインは上
下 2段重ねに設置された。
　超高ルミノシティを実現する KEKB の特長は以
下のとおりである。
•  22 mrad の水平交差角をなす衝突点設計と特殊
な最終収束電磁石群（超伝導四極磁石と特殊な
形状の常伝導四極磁石、補償ソレノイド）

•  柔軟性が高く非線形性が小さいビーム光学系と
それを可能にする高精度電磁石群

•  大電流ビームを安定に加速する KEK 独自の
ARES 型常伝導加速空洞

•  超伝導空洞として世界最高蓄積ビーム電流
1.4 A を誇る KEKB シングルセル超伝導加速空
洞・大電流に耐える超高真空システムとビーム
パイプ（ビームが発する強力なシンクロトロン
放射光による熱・ガス放出に耐えるためビーム
パイプの約 90% が無酸素銅製、1 リング当たり
約 3,000 台の非蒸発型ゲッター（NEG）ポンプ
と約 300 台のスパッターイオンポンプを設置、
LER 1.6 A 蓄積時にリング平均圧力 10-8Pa 台を
実現）

•  高精度ビーム診断および安定化装置群（全ての
四極磁石に設置された約 900 台の 4 ボタン電
極型静電誘導方式ビーム位置モニター、放射光
干渉計によるビームサイズモニター、バンチ毎
フィードバックシステム、バンチ電流均等化シ
ステム、等）

• 世界標準 EPICS を大規模に実用化した制御系
•  陽電子 2 バンチ / パルス入射、電子・陽電子同
時入射を可能にした強力な入射器とビーム輸送
系

• 超伝導クラブ空洞による世界初クラブ交差
　KEKB は実用運転を続けながら大きく成長して
きた加速器である。上に挙げた高ルミノシティを
支える様々な特長は全てが設計時に想定されてい
たわけではなく、ビーム運転の試行錯誤の中から
生まれてきたものも多い。

図 5　�KEKB� メインリングトンネル内曲線部．LER� にはビー
ムパイプに電子雲対策用のソレノイドが設置されて
いる．
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1-3.		小さな衝突点	β	関数と大きなビームビーム・パ
ラメータの追求
	の小さいビーム光学系

　KEKB は衝突点において HER と LER のビーム
軌道に水平方向に 22 mrad の交差角を与える設計
を採用した。最短のバンチ間隔（1 RF バケット間
隔）で運転することを想定すると、衝突点から約
30 cm 離れたところで次のバンチと遭遇するが、
そこでは両ビームの軌道を十分離さなければなら
ない。交差角の導入には、分離用の二極磁石を用
いずにビームの分離が可能になり、Belle 測定器の
ビーム・バックグラウンドも軽減されるという大
きな利点がある。一方、交差角によってシンクロ
トロン・ベータトロン共鳴が起こりルミノシティ
が低下することも懸念されたが、適切なベータト
ロン・チューンを選べば障害とならないことがシ
ミュレーションで確認されていた。
　最終収束系は超伝導四極磁石 2 台と特殊な形状
の常伝導四極電磁石 6 台を組み合わせて構築され
た。最終収束磁石の衝突点側には Belle 測定器のソ
レノイド磁場を衝突点の両側でそれぞれ積分値が
ゼロになるようにキャンセルする補償ソレノイド
も設置され、水平垂直カップリングが小さく抑え
られた（図 6）。
　  が小さいビーム光学系は、強い非線形性（運
動量依存性を補正するために必要な六極磁場や最
終収束系の非線形磁場）を持ち、十分な入射効率や
ビーム寿命を確保するビームの安定領域（力学口
径）を確保することが難しい。KEKB の設計では 
 を 10 mm まで絞り込んだ光学系で広い力学口

径を確保できるように、曲線部を「2.5πセル」と
呼ぶ特殊なセルで構成し、非線形性が相殺される
ように -I 変換で結合した 2 台 1 組の六極磁石対を
他の六極対と入れ子にならないよう配置した。特
に力学口径の確保が困難な LER には、筑波直線部
内に最終収束系の運動量依存性を局所的に補正す
るための六極磁石対を設置した。この 2.5πセル
は基本的なビーム光学系パラメータである水平エ
ミッタンスと運動量圧縮率を広い範囲で独立に変
更できるという優れた特徴も持つ。電磁石システ
ムは、約 1,600 台の主電磁石（二極、四極、六極、
およびウィグラー磁石）と約 1700 台の補正二極磁
石からなる巨大で複雑なものとなった。
　KEKB のビーム光学系は期待どおりの性能を
発揮し、両リングとも  を設計値より小さい
5.9 mm まで絞ることができ、その状態で安定な
ビーム運転を実現した。交差角の導入は大きな選
択であったが、設計値を大きく超えるルミノシティ
1.76×1034 cm-2s-1 が達成され、ビームビーム・パ

ラメータ  も設計値を超える 0.056 が得られた。

衝突・ルミノシティ調整
　ビーム光学系を実用運転に耐えるものにするに
は、実際のビームを使った誤差補正が不可欠であ
る。誤差そのものを同定して取り除くのが本道で
あるが、現実的には、二極磁場によるキックや RF
周波数シフトなどの摂動に対するビーム軌道の応
答がモデルに近くなるように、電磁石電源の微調
整や六極磁石における垂直軌道の調整（歪四極磁場
成分の調整）を行った。KEKB では、高ルミノシティ
を得るために水平ベータトロン・チューンの動作
点を次第に半整数共鳴線に近づけていったので（少
数部が〜 .505 （LER）/.509 （HER））、ビーム光学系
は誤差に敏感になり、補正はますます重要になっ
た。
　リング全周のビーム軌道は、約 15 秒毎の閉軌道
補正によって、基準軌道からの変位が平均数十μm 
程度に保持された。さらに HER 側に用意された 
iBump システムと呼ぶ特別な軌道フィードバック
システム（相手ビームが作る電磁場によるビーム軌
道のずれを最終収束磁石の近くに設置された BPM 
で観測し、高速応答用の補正二極電磁石を用いて

図 6　�最終収束系のビームライン．ESR/L�は補償ソレノイド，
QCSR/L�は超伝導四極磁石（衝突点に入ってくるビー
ムが四極磁石の中心を通るように設置されている），
他は常伝導四極磁石．

B-Factory 加速器 KEKB/SuperKEKB 
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補正する）によって、衝突点における両リングの
相対軌道が精密に維持された。
　高ルミノシティを得るには、それぞれのリング
の衝突点における各種パラメータ（β 関数の極小
点、水平垂直カップリング、垂直ディスパージョン
等）について、ルミノシティ、ビームサイズ、ビー
ム寿命、入射効率、ビーム・バックグラウンド等
の全体を見渡しながら、一つずつスキャンして最
適値を求めた。ビームの状態は刻々と変化するの
で、物理実験のための実用運転（物理ラン）を行っ
ている間、常にコミッショニング・シフト担当者
による調整が続けられた。

LER	における電子雲不安定性の克服
　KEKB の性能に最も大きな影響を及ぼしたもの
は、電子雲不安定性による LER の垂直方向ビーム
サイズ増大である。LER のビーム電流を閾値以上
に上げると、垂直方向のビームサイズ増大が起こ
り、ビーム電流を上げてもルミノシティ向上に結
びつかない。電子雲による結合バンチ不安定性は
設計時にも考慮され、ビームパイプをアンテチェ
ンバー型にしなくともバンチ毎フィードバックに
よって抑制できると想定されていた。ところが、実
際に起こったのは結合バンチ不安定性ではなく単
バンチ不安定性であり、フィードバックでは抑制で
きず、陽電子ビーム周辺の電子雲密度を下げるこ
とが必須であった。このため、ビームパイプの上
からソレノイドを設置し、電子雲が陽電子ビーム
へ近づかないよう磁場で捕獲するという対策を施
した。2000 年夏季停止期間にまず総長約 800 m の
ドリフト空間にソレノイドを設置し、その後も停
止期間を利用してできる限り追加していった。こ
の対策によって LER のビーム電流増に伴うビーム
サイズ増大を抑制することができ、ようやく 2001
年 4 月に PEP-II のルミノシティを追い越すことが
できた。積分ルミノシティで PEP-II を凌駕したの
は 2002 年になってからである。ルミノシティ設計
値を達成した 2003 年頃までには全周 3 km のうち
約 2.2 km が 20 Gauss 以上のソレノイド磁場で覆
われていた。
　しかし、電子雲の影響は最後まで完全には排除
できず、物理ランではバンチ間隔を平均 3.06 RF バ

ケットよりも短くすることはできなかった。この
ため、設計よりバンチ数が少なくバンチ電流が大
きい状態で運転することとなり、後で述べるよう
に、各種ハードウェア機器にとっては過酷な条件
のもとに大電流運転を行わざるをえなかった。

入射モードの開発
　年表に挙げたビーム入射に関する大きな進歩「陽
電子 2 バンチ / パルス入射」（2002 年）、「連続入射
モード」（2004 年）、「電子・陽電子同時入射」（2009
年）は、いずれも当初の計画にはなく、ビーム運
転の過程で開発されてきたものである。これらの開
発により入射器の能力に関する PEP-II との差はほ
とんど問題にならなくなった。特に 2004 年に実用
化された連続入射モードは、Belle 測定器のデータ
収集を入射のために中断せず、データ収集を行い
ながら頻繁にビーム入射も行う運転モードであり、
ビーム電流を高く一定に保ち、高ルミノシティを
維持できるため、積分ルミノシティを飛躍的に高
めた（図4参照）。この時ほぼ同時期に PEP-II も連
続入射モードを実用化している。

クラブ交差
　ビーム軌道の交差角を維持したまま正面衝突と
同等の衝突状態を実現できるクラブ交差は、角度
付き交差のバックアップとして KEKB の設計段階
から検討され、クラブ交差に必要な超伝導クラブ
空洞の開発が進められていた。角度付き交差で設
計値を上回るルミノシティを達成した後、更にク
ラブ交差の実証に踏み出したのは、正面衝突で飛

躍的に大きな  を達成できる可能性のあること
が、新たにシミュレーションによって示されたから
である。KEKB では 2007 年に両リングに 1 台ずつ
日光直線部に超伝導クラブ空洞を設置し、クラブ
交差によるビーム衝突を開始した。クラブ交差の
導入によりルミノシティ最大化のために調整すべ
きパラメータは更に増えた。2 年間にわたるビーム
調整の後 2009 年にクラブ設置以前の記録を上回る
ルミノシティを達成した。これが最終的な KEKB 
のピーク・ルミノシティ記録となった。
　クラブ交差によってビームビーム・パラメータ
は、角度つき交差での値を大きく超え世界最高値
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に近い 0.09 に達したが、残念ながら、シミュレー
ションから期待された値 ＞ 0.15 には至らなかっ
た。後に述べるように、この経験が SuperKEKB 
の設計を、大電流・クラブ交差方式からナノビー
ム方式に転換する主要因の一つとなった。
　クラブ交差においてルミシティ記録更新の突破
口を開いたのは、歪六極磁石による水平垂直カッ
プリングの運動量依存性の補正である。前述のよ
うに KEKB においては、Belle 測定器のソレノイド
磁場の積分値は補償ソレノイドによってほぼキャ
ンセルされているので、水平垂直カップリングの
運動量依存性は本来小さい。そのため補正に用い
る歪六極磁石の用意はしていなかった。クラブ交
差においてルミノシティが伸び悩む中で、水平垂直
カップリングの運動量依存性がルミノシティを制
限している可能性がシミュレーションにより指摘
され、急遽小型の歪六極磁石を製作・設置し調整
に用いたところ、明らかな効果を発揮した。
　この歪六極磁場による調整は、角度つき交差の
場合にもクラブ交差と同程度の効果があることが、
電子雲の影響を受けない程度の少数バンチ（〜 100
バンチ）の衝突実験で確認された。

1-4.	大電流運転
　KEKB の設計ビーム電流値（LER 2.6 A、HER 
1.1 A）は、前身の TRISTAN 加速器に比較して二
桁高い。未踏のビーム電流領域での運転は、ハー
ドウェア機器にとって大きなチャレンジであった。
　蓄積電流が高く、かつ周長の長いリングで特に
問題となる、加速モードに起因する縦方向結合バ
ンチ不安定性への対策として、KEKB では独自に
開発した ARES 型常伝導空洞およびシングルセル
超伝導空洞を採用した（図7）。ARES 空洞は、加速
空洞に Q 値の高い電磁場エネルギー貯蔵空洞を結
合空洞経由で共鳴的に結合させた 3 空洞系である。
一方、超伝導空洞は加速電圧が高く、いずれの場
合も空洞内の貯蔵エネルギーが高いので、ビーム負
荷に整合させるための離調周波数が小さく、当該
不安定の発生する電流閾値が高い。従来型常伝導
空洞を使用し、フィードバックで不安定を抑え込
もうとする PEP-II とは対照的な、KEKB の特長の
一つである。また KEKB では、大電流ビームがリ

ング内で放射光や寄生モードロスによって失うエ
ネルギーが大きい一方で、ビーム光学系から要求
される RF 電圧が低いため、空洞あたりの運転パ
ワーが高い。ARES 空洞 2台に供給する RF ステー
ションでは連続波 700 kW 程度での定常運転とな
り、大電力機器の地道な維持・保守も大電流運転
を支えていた。
　ビーム電流が高いほど、ビームに直接さらされる
機器にはウェイク電磁場や放射光によって放電の
発生や局所発熱によるリスクが増す。高次モート
（higher order mode; HOM）などの寄生モードに
よる結合バンチ不安定性も問題となる。加速空洞、
可動コリメータ、ベローズなど、ビームとの電磁的
な相互作用の特に強い機器においては、高い Q 値
のトラップモードを除去し、インピーダンスを十
分に低減するよう、工夫した。また、機器の異常
やビーム不安定等によって正常な軌道から外れた
ビームがこれらの機器を直撃し、真空リークや機

図 7　 （上）�ARES 型常伝導空洞，（下）シングルセル超伝導
空洞．
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器の破損を引き起こす場合もあった。このような
リスクを考慮して設計された機器ではあるが、ビー
ム電流を上げていく過程で、予測していなかったさ
まざまな問題が発生した。故障のたびに深夜で
も担当者が対処して、最速の復旧作業を行うとと
もに、より高い電流に耐えられるよう各機器の改
良を続け、システム全体が次第に大電流に対して 
robust なものへと成長していった。ビーム電流増
強の観点から、図 4 の三段目、両リングのビーム
電流の履歴を参照しつつ、KEKB の長期運転を振
り返ってみたい。

運転開始から 2003 年頃まで
　コミッショニングはまず小電流でスタートし、
加速器調整を行いながら、約 3 年程度かけて徐々
にビーム電流を増加させた。この期間は、大電流
ビームからの影響を最も強く受ける機器、たとえ
ば可動コリメータやベローズ等の真空機器、RF 空
洞の入力カプラーや HOM ダンパー、バンチ毎
フィードバックのキッカーなどにおいて、数多く
のトラブルが発生した。以下にいくつかの例をあ
げる。
　可動コリメータはビーム軌道のすぐ近くに位置
し、軌道から外れた粒子をブロックして、Belle 測
定器を保護しバックグラウンドノイズを低減する
目的で設置される。いわば自らの身を挺してビー
ムと直接対峙する状況にあり、このためコリメー
タヘッド近傍にトラップされる HOM による結合
バンチ不安定、発生する HOM パワーによる発熱、
ビーム直撃によるヘッド損傷など、さまざまな問
題に悩まされた。改良に次ぐ改良が可動コリメー
タに施されるとともに、インターロックやアボー
トシステムの強化など、問題解決のための対策が
粘り強く講じられてきた。
　RF 空洞に関しては、ARES 空洞の入力カプラー
のセラミック窓やドアノブ変換器での放電による
真空リークや、結合空洞部での放電や発熱等によ
る故障がこの時期にたびたび発生した。対策とし
てインターロック保護機構の増強や終端ダミー
ロードの改良等が行われ、以降の時期には問題は
ほとんど発生しなくなった。超伝導空洞は最初 
D11 側の 4 台で運転開始し、2000 年秋から D10 

側の 4 台が加わったが、後者 4 台は投入後暫く
の間トリップの発生頻度が非常に高かった。これ
は、小電流からスタートした D11 側空洞と異なり、
D10 側空洞にとっては導入直後の真空度の良くな
い環境ですでに高いビーム電流で運転されており、
より厳しい状況であったためと考えられる。しか
し立ち上げの一時期を過ぎると、8 台の空洞合計の
トリップ率は数日に 1 回程度と、非常に安定な運
転状況となった。
　ビームが正常な軌道から外れて想定外の場所に
強い放射光があたるなどして衝突点近傍のビーム
パイプが破損することもあった。このほか、故障
に至らなかったものの印象に残っている事例とし
て、Belle 検出器の衝突点ビームパイプが異常発熱
し、あわや大事故、と肝を冷やしたことがある。
通常 4 ないし 3 バケット間隔のフィルパターンで
ビームを蓄積していたが、この時は加速器スタディ
のため 5 バケット間隔相当のパターンで積んでい
た。その後の解析で、衝突点ベリリウムパイプを
放射光から保護するためにつけた突起状の光マス
クによって囲まれた領域が空洞形状をなしており、
5 バケット間隔のビームスペクトルのピークの一つ
に非常に近い周波数に共振モードが存在して共鳴
的に成長したことが原因とわかった。その後、衝
突点ビームパイプを改造する際に、空洞形状を作
らないように下流側のマスクが取り除かれた。
　ある機器に問題が発生すると、原因を調査して
改良を行い、そこを超えて新しい電流領域に入る
と別の問題に直面する、という「もぐらたたき」
を繰り返しながらも、次第に高い電流領域に進ん
でいった。この間、PEP-II との競争というプレッ
シャーが、大きな力となっていたことも確かであろ
う。
　新しい電流領域に入る時に慎重を期すため、ま
た不注意な操作等により過大なビーム電流を積む
ことのないように、全電流、全電流の 2 乗 / バン
チ数、全電流 /バンチ数の三つのパラメータの上限
値を管理するとともに、フィルパターンの選択に
も注意を払って運転した。全電流は主として放射
光パワーによる発熱に対して、全電流の 2 乗 / バ
ンチ数は HOM パワー（共鳴の影響は別として）に
対して、全電流 /バンチ数は主としてビームモニタ
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電極への過大な入力に対して、それぞれ機器の保
護を目的として、状況に応じて設定された。

2003 年から 2006 年頃まで
　この期間の LER ビーム電流の増加は 1.6 A から
1.8 A 程度までと小さい。この理由は、電子雲によ
るビームサイズ増大のため、それ以上 LER 電流を
増やしてもルミノシティ増加に結びつかなかった
からである。前述のように、ソレノイドによる対
策を講じ大きく改善したが、電子雲は完全には解消
されす、1.8 A を超えると深刻な影響を及ぼす状況
は最後まで続いた。なお、2005 年末の加速器スタ
ディにおいて、LER に試験的に 2.0 A （3 バケット
間隔）を蓄積し、この電流でもハードウェアとし
て問題のないことを確認した。
　一方 HER は、設計値 1.1 A を超えてさらに電流
を増やせばルミノシティが増加する傾向が見られ
ていた。そこで、RF ステーションを増設するとと
もに、HOM ダンパーの冷却能力を増強した。また、
超伝導空洞の入力カプラーの突き出し量を変えて
負荷 Q 値を下げ、より大電流にマッチングさせると
ともに、ドアノブ型同軸・導波管変換部の冷却強
化などを行い、超伝導空洞あたりのビームパワー
を設計値の 250 kW から 400 kW 程度まで高めた。
このようにして、最大 1.4 A まで HER ビーム電流
を高めることができ、ルミノシティ向上に大きく
貢献した。
　初期に多発した、ビームの影響による機器の故
障はこの時期には激減した。また、ビームアボー
トの頻度は、大電流との関連の有無にかかわらず
全てのアボートを合計しても、1 日あたり平均わず
か2〜 3回程度で推移した。故障が少なく、アボー
トの少ない安定な運転を長期間続けることで、積分
ルミノシティが飛躍的に増加した。

2007 年から 2010 年 6月まで（クラブ交差）
　超伝導クラブ空洞を導入し、2007 年 2 月にクラ
ブ交差運転を開始した後、約半年かけてもっぱら
小電流（通常と同程度のバンチ電流で、バンチ数を
減らす）での加速器ビーム調整を続けていた。し
かし、スペシフィック・ルミノシティがなかなか
期待されたようには上がらず、コミッショニングは

苦戦していた。Belle 実験グループとの約束で、同
年秋からは大電流ルミノシティランに戻すことに
なっていたが、それをクラブ交差で行うかどうか、
議論の的となった。クラブ空洞をディチューンし
て、非クラブ交差に戻してはどうかという意見が
あった。そもそも、大変複雑な構造を持つクラブ
空洞が大電流に耐えられるか、疑問視する見方も
あった。たとえディチューンしても、クラブ空洞
のために大電流を蓄積できない恐れがあるならば、
夏のシャットダウン中にリングから撤去すべし、
というわけである。
　そこで、クラブ空洞の大電流蓄積試験を 4 月と 6
月に各 2 週間かけて行った。4 月の試験では空洞真
空圧力の悪化、同軸ビームパイプの発熱等の問題
が起きた。前者は空洞周辺の新しい真空機器から
発生するガスが空洞表面に吸着されるため、後者
は同軸部の冷却が不足しているためと考えられた。
そこで、まず空洞をディチューンして、ビームによ
る真空スクラッビングを十分行い、その後室温ま
で加温して脱ガスを行った。また、冷却系を改造
して同軸部のヘリウム流量を増やした。この結果、
6 月の試験ではクラブ空洞運転時およびディチュー
ン時の両方で、クラブ空洞が大電流での実用運転に
十分耐え得ることを確認することができた。そこ
で、10 月からの大電流ルミノシティランを予定通り
クラブ交差で行うこととなった。その後 2010 年 6
月の運転終了に至るまで、クラブ交差でのビーム調
整が継続された。
　この期間のビーム電流はクラブ空洞導入以前よ
りも低い。初期のころ電流制限となった主要因は、
高いバンチ電流積でのビーム寿命低下である。こ
れはクラブ空洞に隣接した区間の物理口径による
ものと考えられた。LER はクラブ空洞の隣接区
間で水平ベータ関数が極大になっていたのを、付
近の四極磁石の配線の変更によってクラブ空洞で
極大になるように改善した。また、衝突点の水平
ベータ関数をゆるめて、必要なクラブ電圧は維持
しつつ両リングのクラブ空洞のベータ関数を下げ
た。これらによりビーム寿命が改善し、バンチ電
流積を増加させることができた。このほか、クラ
ブ空洞下流側常温テーパー部におかれた SiC 製 
HOM ダンパーに過大な熱負荷がかからないよう 
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LER 電流を 1.6 A 以下に制限していたが、2009 年
夏に HOM ダンパーを強化して、1.7 A まで電流を
上げた。
　なお、クラブ交差では非クラブ交差に比較して
低いビーム電流で、同等以上のルミノシティが得ら
れている。同じルミノシティで比較した場合、運
転電力約 50 MW のうち半分を占める RF 系の電力
消費の約 1割、2 MW 程度の電力節減に相当する。

1-5.	KEKB の到達点
　主要なマシンパラメータについて設計値と
KEKB で到達した値を表 1 にまとめておく。設計
の 2 倍を超えるルミノシティを、設計より大きな
HER ビーム電流、小さな  、大きな  によって
達成している。電子雲の影響があるので LER ビー
ム電流のみ設計より小さい値に抑えている。

　ルミノシティ記録が終盤の 2009 年になってな
お更新されたことが示すように、KEKB のビーム
運転は最後まで「コミッショニング」であり、新た
な試みが続けられてきた。KEKB で実用化された
クラブ交差は、LHC のアップグレート（Hi 
Luminosity LHC Project）のキー・コンポーネン
トとなっている。また、ここで直接には取り上げ
ていないが、厳しい性能要求を受け止めつつ改良
を重ね、故障頻度を抑えて、確実に動作してきた
ハードウェア機器 /システムが、他に数多く存在し、
KEKB の高ルミノシティを支えてきたことは言う
までもない。

2.	SuperKEKB	加速器
2-1. 概要
　標準理論を超える物理を探索し、宇宙の成り立
ちに迫るために、KEKB の性能をさらに飛躍的に
高めようとするアップグレード構想は、KEKB 運
転初期の頃から議論されてきた。その検討が進み、
SuperKEKB 計画として正式に承認されたことを受
けて、KEKB が運転を終了した 2010 年から、高
度化改造建設を開始した。SuperKEKB の設計ルミ
ノシティは 8×1035 cm-2s-1 で、KEKB が到達した
記録の約 40 倍を目指している。Belle を改造した
Belle II 測定器に 50 ab-1 の積分ルミノシティを供
給することを目標とする。
　電子・陽電子両リングの大規模な改造を行った
後、まず 2016 年にビーム衝突無しで Phase 1 コ
ミッショニングを行なった。その後、最終収束超
伝導電磁石の導入や Belle II 測定器のビームライン
への設置などの作業を行って衝突点改造を完成さ
せ、ビーム衝突調整を目的とする Phase 2 コミッ
ショニングを 2018 年 3 月に開始した。加速器の立
ち上げ及びビーム衝突調整等を進め、同年 4 月 26
日には初のハドロンイベントが Belle II で観測され
た。新たな衝突型加速器による衝突反応の観測は 
LHC 以来 10 年ぶりであり、未踏のルミノシティ
領域を開拓する新たなスタートである。

2-2.	SuperKEKB	への高度化
ナノビーム衝突方式の採用
　KEKB の場合と同様に、ルミノシティを上げる
には  を小さく、ビーム電流を大きく、  を大
きくする必要がある。アップグレードの当初の構
想は、主に大電流と大きな  を目指す方針であっ
た。  を 3 mm 程度まで絞るとともに（KEKB 実
績値は 5.9 mm）、バンチ長を 3 mm 程度まで短
く（KEKB は約 6〜 7 mm）することに加え、LER/
HER ビーム電流を約 10 A/4 A まで高く（KEKB の
実績値は 2 A/1.4 A）、さらに  を 0.3 程度まで高
くすることで、1035 cm-2s-1 を超えるルミノシティを
目指していた。しかし検討が進むにつれ、coherent 
synchrotron radiation （CSR）のため、LER ではバ
ンチ長が伸び、バンチ内のエネルギー広がりも大
きくなることがわかってきた。また、10 A もの大

表 1:�KEKB�の主要マシンパラメータの設計値と到達値

Design 22 mrad Crab

I_max (A) 2.6/1.1 2.0/1.4 1.7/1.25

I (A) 1.65/1.33 1.64/1.19
 (mm) 10/10 5.9/5.6 5.9/5.9

 .052/.052 .101/.056 .129/.090

  (μm) 1.9/1.9 1.9/1.9 .94/.94

 1.0 1.76 2.11

（注） ルミノシティ  の単位は1034 cm-2s-1．  以外の数値は
(LERの値)/(HERの値)．I_max は運転期間中の最大
電流， I はルミノシティ記録達成時の電流．
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電流かつ短いバンチ長による高次モード発熱の増
大、数十MW にものぼる放射光損失、消費電力が 
100 MW 近くになることなど、この方式には不利な
点が多くあった。 さらに、前述のとおり、KEKBで
2007 年から導入したクラブ交差において  が向上
し 0.09 に達したものの、シミュレーションで期待
されたような高い値（0.2 〜 0.3）には届かなかった。
　一方、  をバンチ長よりも極端に小さくする方
向は、小さな角度付き衝突でもクラブ衝突でも、
砂時計効果やシンクロベータトロン共鳴に妨げら
れ、有効なルミノシティ増加が期待できない（KEK
において既に  はバンチ長よりやや小さい値にま
で絞られている）。この壁を乗り越える方法が「ナ
ノビーム衝突方式」であり、イタリアの SuperB と
呼ばれる計画が検討されていた頃に提唱されたも
のである。図 8 に概念図を示すが，水平方向に大
きな交差角を持たせて十分細いバンチを衝突させ
ると、バンチが重なり合う領域の進行方向の長さ
（σz,eff）はバンチ長に比べて十分に短縮できる。こ
うすることによって、σz,eff と同程度まで  を絞り
込むことによるルミノシティの増大が期待できる。
十分細いバンチ、すなわち，十分小さい衝突点水
平ビームサイズ  を得るには、水平エミッタンス
と衝突点水平ベータ関数の両者を十分小さくしな
ければならない。ナノビーム衝突方式においては、
バンチ長そのものは KEKB と同程度の長さで良い
ので、リング各構成要素のインピーダンスの低減、
高次モードによるパワー損失や発熱などの点から
も有利である。2009 年に SuperKEKB の基本設計
としてナノビーム衝突方式を採用した。

リング主要パラメータ
　SuperKEKB は  を 0.3 mm 程度に絞ることで
約 20 倍、ビーム電流を KEKB 実績値の 2倍（LER 
3.6 A、HER 2.6 A） に高めることでさらに2倍、合
わせて KEKB が到達した値の 40倍のルミノシティ
増を狙っている。衝突点垂直ビームサイズが 50 〜
60 nm になる。このような超低  ビーム光学系で
は力学口径が小さく、Touschek 効果、衝突点での 
Radiative Bhabha 散乱、ビームガス Coulomb 散
乱などにより、両リングともビーム寿命は約 6 分
と非常に短い値が想定される。
　LER は 3.5 GeV のままでは十分な性能（力学
口径、ビーム寿命、Intrabeam 散乱の影響を含め
た平衡エミッタンス等）が得られないので 4 GeV 
に上げ、重心系エネルギーを  に保つため、 
HER は 8 GeV から 7 GeV に下げた。HER にとっ
てこれは水平エミッタンスや放射光パワーを下げ
る望ましい方向である。Belle II 実験の観点からは
エネルギー非対称度が下がるのは望ましくないが、
この程度の変化は許容された。

入射システムへの要求
　上述のように、力学口径が小さくビーム寿命が
短い状態で、高い入射効率と低いビーム・バック
グラウンドを確保するには、 入射器から供給される
ビームの電荷量増強と低エミッタンス化が必須で
ある。入射ビームに対する要求を満たすため、電
子については RF 電子銃を用いた入射部システム
を構築し、陽電子については陽電子源を増強する
とともに、周長 135 m の 1.1 GeV 陽電子ダンピン
グリング（DR）を新たに建設した（図9）。DR は入
射されたビームのエミッタンスを 1400 nm 程度か
ら 50 nm まで 40 msec 以内に減衰させる必要があ
る。このため、通常の偏向磁石の他にリング外側
に軌道を曲げる negative-Bend を追加して、放射
減衰時間を横方向約 12 msec に短縮した。また、
入射路 LTR （Linac To Ring）にはエネルギー圧縮
システム（エネルギー広がり10% 以上を ±1.5% に
圧縮）が、出射路 RTL （Ring To Linac）にはバン
チ圧縮システムが設置されている。図 8　�ナノビーム衝突方式概念図．（上）垂直ベータ関数�

� の平方根，（下）水平面内のバンチ衝突の様子．
SuperKEKB�では，バンチが重なり合う長さは程度�0.3�
mm�になる． �が大きいところでは衝突が起こらな
いようになっている．
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2-3.	高度化改造建設
段階的コミッショニングと建設のシナリオ
　Belle II グループとの協議に基づき、SuperKEKB 
のビームコミッショニングを以下のように三段階
に分ける計画とした。LER 及び HER の改造を
完成させた後、Phase 1 コミッショニングをビー
ム衝突無しで行う。その後、最終収束超伝導電磁
石（QCS）および Belle II 測定器を導入するなどの
衝突点改造を行い、Phase 2 コミッショニングで
ビーム衝突調整を行う。ただし、この段階ではま
だ Belle II 最内層の飛跡検出器（vertex detector, 
VXD）は導入しない。Phase 2 の段階を踏んでか
ら VXD の組み込みを行い、Phase 3 の長期的物理
ランへと進む。なお、Phase 2 は将来的な RF 増強
等を除いて加速器としては完成形である。このよ
うに段階的なコミッショニングを採用した理由は、
加速器の調整を十分に行なってから Belle II を導入
することで、Belle II 各検出器へのダメージなどの
リスクを最小にするためである。Phase 1 では、低
エミッタンスのビーム調整とともに、ビームパイ
プの真空焼き出し等を十分に行う。Phase 2 では、
ビーム衝突を行い Belle II へのバックグラウンドを
見極め、VXD を安全に導入し運転できるとの判断
が得られてから Phase 3 に進むこととした。
　三段階コミッショニング計画に適合するよう、
改造計画を策定した。建設開始早々、翌年の 2011
年の東日本大震災によって加速器機器及び関連施
設に大きな被害を受け、建設と復旧作業の同時

進行を余儀なくされたが、Phase 1 運転に必要な 
LER、HER 両リングの電磁石、真空、高周波、モ
ニター等の大規模な改造をまず完成させ、2015 年
度内の Phase 1 開始にこぎつけた。開発・設計・
製作に多くの困難な挑戦のあった QCS は、リング
への導入が Phase 1 終了後であることから、プロ
ジェクト全体スケジュールと整合しつつ、Phase 2 
での実運用に向けて必要な期間を確保できた。ま
た、陽電子ダンピングリング（DR）は震災の影
響でトンネル掘削工事の遅れなどに見舞われたが、
Phase 1 では DR を経由しないビームでも LER へ
の入射が十分可能であることから、工程を見直し、
DR は Phase 2 開始までに完成させることとした。
入射器についても、各 Phase で LER、HER リン
グの入射ビームへの要求性能（電荷量やエミッタン
ス等）が段階的に厳しくなるので、それに適合する
よう改造・性能向上の取り組みを進めた。このよ
うに、改造建設を段階的コミッショニングに合わ
せて最適化したことで、加速器にとっても技術的
リスクやスケジュールへのリスクを低減させるこ
とができた。
　なお、KEKB が TRISTAN の資産を有効活用し
て建設されたように、SuperKEKB へのアップグ
レードは、既存トンネル及び建屋等を再利用する
とともに、曲線部の磁石配置をできる限り保持し、
ARES 空洞および超伝導加速空洞などの KEKB の
資産をより一層活用して進められた。

図 9　陽電子ダンピングリングと入出射路．

第２章　研究プロジェクトからみた歴史



KEK創立 50 周年記念誌 91

ビーム光学系改造
　KEKB リング曲線部は 2.5πセルで構成されてお
り、水平エミッタンスと運動量圧縮率を広い範囲
で独立に調整することが可能なので、できる限り
水平エミッタンスを下げ、両リングとも曲線部の
主要な磁石配置は保存した。LER の主偏向磁石の
みを長いものに置き換えた（0.9 m から 4.2 m に
変更）。さらに水平エミッタンスを下げるために、
LER においてはウィグラー磁場の繰り返し周期を
半分に短縮するよう改造し、この改造で不要となっ
た磁石を利用して HER にもウィグラー部を設け
た。以上の改造により、曲線部を全面的に置き換
えることなく SuperKEKB で必要な低エミッタン
ス化を実現した。
　超低  ビーム光学系を実現するには、QCS に対
して磁場強度・精度・安定性・調整能力等につい
て厳しい要求が課される。これらを満たすために、
QCS は合計 55 台の超伝導電磁石（8 台の主四極磁
石、43 台の各種補正コイル、Belle II ソレノイド磁
場を補正するための4台の補償ソレノイド）から成
る精密な電磁石システムとなっている（図 10）。
　衝突点両側の QCS を含む筑波直線部約 300 m 
の区間はビームラインを全面的に改造した。超低 
 ビーム光学系においては、適切なクロマティシ

ティ補正によって十分な力学口径を確保すること
が大きな課題である。KEKB では LER 垂直方向の
みであった局所的クロマティシティ補正区間を水
平垂直両方向に対し両リングに構築した。

　建設期間中に起きた震災により、トンネル全体
に大きなズレ（expansion joint 部で最大 4 mm 程
度）が発生し、KEKB からの電磁石アラインメント
基準点が全周にわたって失われた。これを構成し
直し、新しく設置した電磁石も含めて全周の電磁
石の精密アラインメントを行なった。その結果は、
LER 周長の設計値との違いは約 2 mm、HER との
周長の違いはわずかに 0.2 mm で、シケイン電磁
石で十分に吸収できるものであった。

電子雲対策
　KEKB では、電子雲に起因する陽電子ビームサ
イズ増大がルミノシティの大きな制限となった。
ビームパイプの周囲にソレノイドを巻きつけるこ
とで一定の改善があったが、よりエミッタンス
が小さく、かつビーム電流の高い SuperKEKB で
は、電子雲問題へのより徹底的な対策が求められ
る。そこで、陽電子リングほぼ全周のビームパイ
プを、内面に窒化チタンをコーティングした新し
いアンテチェンバー付きのものに交換した。ビー
ムから発生する放射光はアンテチェンバーのス
ロットに導かれる。また、窒化チタンのコーティ
ングによる二次電子放出係数の低減効果は、アル
ミ製ビームパイプでも銅製とほぼ同等の効果が期
待できることから、製作の容易さやコストも考慮
してアルミ製を採用した。ただし、発熱量の大き
いウィグラー部や放射線が問題となる衝突点領域
は銅製とした。KEK 内に大規模なコーティング処

図 10　最終収束超伝導電磁石（QCS）システム．
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理施設を建設し、Q チェンバー等用の縦型のコー
ティング装置 5 台およびベンド部用の横型の装置 3
台をフル稼働させ、約 2年間で 1,000 本以上のビー
ムパイプのコーティング処理を行なった。このほ
か、ウィグラー部にはクリアリング電極を装着、
ベンド部には上下にグルーブ加工を施した。なお、
HER も発熱量の大きいウィグラー部や衝突直線部
は銅製アンテチェンバーに更新した。
　以上の様々な対策を講じて Phase 1 運転に臨ん
だが、想定より低いビーム電流で電子雲によるビー
ムサイズ増大が観測された。これは、窒化チタン
のコーティングを施していないアルミ製ベローズ
チェンバー部が原因とわかった。約830個のベロー
ズの全長はリング全周の 5% 程度を占めるに過ぎ
ないが、電子密度が他の部分より数十倍高く、不
安定性の電流閾値が下がった。対策として、すべ
てのベローズに永久磁石を取り付けてソレノイド
磁場を作った。また、リング全周のドリフト部に
も磁石を取り付ける等の追加対策を行なった結果、
Phase 2 では電子雲の影響は観測されなかった。

ビーム電流増強
　ナノビーム衝突方式の採用により設計ビーム電
流は当初構想した 10 A より低くなったが、それで
も KEKB の実績値からの倍増が必要とされた。
KEKB の項で述べたように、周長の長いリングに
大電流ビームを蓄積する場合に加速モードに起因
する縦方向結合バンチ不安定性が大きな問題とな
る。KEKB 用に開発された ARES 空洞と超伝導空
洞はこの不安定の抑制に効果的であり、KEKB の
10 年以上にわたる安定な運転で実績を示した。
KEKB 超伝導空洞は、超伝導空洞として蓄積ビー
ム電流およびビームへの供給パワーのいずれも、
世界最高記録を保持し続けている。KEKB の成果
を受けて、同型の空洞が中国 IHEP の BEPC II お
よび台湾放射光施設にも導入され、稼働している。
　SuperKEKB では ARES 空洞と超伝導空洞を始め
とする KEKB の高周波システムを基本的には再利
用するが、ビーム電流倍増に向けて必要な改造や
増強を行なった。ビーム光学系から決められる RF 
電圧は KEKB と同程度であるが、一方ビームに供

図 11　�改造を行った�SuperKEKB�リング各部の様子．（左上）ビームラインを全面的に更新した筑波直線部の衝突点
左側，（右上）QCS�と�Belle�II�をインストールした状態の衝突点．放射線シールドを設置する前で，Belle�II�
のエンドヨークは開いている．（左下）LER 用アンテチェンバーを設置したアーク部，（右下）大穂直線部の�
HER�用ウィグラー電磁石．壁側右奥には�HER�から�LER�に配置換えした�ARES�空洞 6 台が並ぶ．
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給するパワーが 2 倍以上必要となる。このため、
空洞１台あたりビームに供給できるパワーを増や
すよう、地上部のクライストロンを増設し、KEKB 
ではクライストロン 1 本で 2 台の ARES 空洞をド
ライブしていたところ、クライストロン 1 本で 
ARES 空洞 1 台をドライブするシステムに変更し
た。また、入力カプラーを結合度の大きなものに
交換した。この増強は段階的に行うこととし、設
計ビーム電流の少なくとも 7 割程度のビーム蓄積
に対応できるよう、Phase 1 までの建設期間に改造
した。さらなる整備増強は、今後 Phase 3 の運転
状況や予算状況などを見ながら進めていく。
　施設関連も、リング全周の真空系統及び電磁石
系統の冷却能力をほぼ倍増するなど、大規模な改
造を行った。真空システムは、大電流ビームから
の放射光や高次モードパワーによってビームパイ
プに発生する熱負荷が高くなる。また、電磁石シ
ステムは、すでに KEKB でも冷却能力に余裕がな
かったが、さらにウィグラー磁石等の追加で電磁
石台数が増加した。このため、既存の 4 か所の機
械棟に加えて計 4 棟を新設して冷却水ポンプを増
強するとともに、トンネル内の既設配管を撤去し
て流量の取れる太い配管に置き換えた。既存の電
磁石などの装置、配管、配線が密集している中で
の配管交換は、かなり大変な大作業であった。こ
のほか、高周波システム増設に伴い、大穂電源棟
に 5 MVA の高圧受電バンク増設も行なった。

2-4.	Belle	II と加速器グループ
　放射光マシンは多数のユーザーにビーム（光）
を供給しているのに対し、SuperKEKB の“ユー
ザー”は、ただ一つ、Belle II グループのみである。
Belle II グループは 26の国と地域、1,000 名を超え
るメンバー（2020年時点）を含む大規模な国際コラ
ボレーションである。SuperKEKB 加速器グループと 
Belle IIグループは、Belle II General Meeting、Belle II 
Executive Board などの各種会合のほか、加速器と素
核研を交えた meeting なども含めて、日頃から十分
に意思疎通して計画を進めている。さらに、ビーム
運転期間中には毎日の commissioning meeting など
で運転状況に応じて緊密に連携して対応している。
以前の KEKB/Belle 時代からそうであったが、加速

器と Belle II グループは、基本的に非常に良好な関係
を保っている。Belle II が新たな物理成果をあげる
ために、加速器はルミノシティをできるだけ高め
て運転し、膨大な衝突反応を供給することを使命と
する。一方で、加速器側で行う各種スタディも、そ
れが衝突性能を高めるため、ひいてはBelle II のメ
リットになることを Belle II 側も理解している。

2-5. コミッショニング
Phase	1
　LER および HER の改造を完成させた後、2016
年 2 月〜 6 月にかけて Phase 1 コミッショニング
を行なった。Phase 1 では、ビーム衝突無しで加速
器の立上げ調整、低エミッタンスビーム調整、真
空焼き出しを行なった。両ビームとも 10 pm 程
度の垂直エミッタンスが確認された。ビーム電
流は最大 LER 1.01 A、HER 0.87 A まで蓄積し、
Belle II グループが要求した 360 Ah を大きく上回
る LER 780 Ah、HER 660 Ah のドーズに達した。

Phase	2
　衝突点改造を完成させた後、2018 年 3 月〜 7 月
にかけて Phase 2 コミッショニングを行なった。
Phase 2 の最大の目的は、ナノビーム衝突方式を実
際の加速器で検証することであった。  を段階的
にバンチ長（〜6 mm）よりも短い 3 mm まで絞り
込むとともに、垂直エミッタンスも小さくして衝
突調整を行ない、  の絞り込みとともに  に反比
例してルミノシティを高められることが確認され
た。この結果、ナノビーム衝突方式が実用の加速
器で成立することを世界で初めて実証した。また、 
バックグラウンドのスタディを進め、Belle II に 
VXD を導入して Phase 3 に移行できるとの判断が
得られた。

B-Factory 加速器 KEKB/SuperKEKB 



94 KEK創立 50 周年記念誌

B-Factory 測定器
1.	Belle	実験
　TRISTAN の次の KEK の計画として B-Factory
が検討された。b クォークは 1977 年に発見され、
1983 年には  粒子のエネルギーでの電子・陽
電子衝突加速器の CLEO 実験で、B 中間子の崩壊
が初めて再構成され、その崩壊の研究が進められ
ていたが、詳細な性質の研究はまだであり重要課
題の 1つであった。特に CP 対称性の破れ（CPV）
の解明は、トップクォーク・ヒッグス粒子ととも
に素粒子の標準理論の missing piece の 1 つであ
り、宇宙創成の謎に関わるものである。B 中間子
崩壊は CPV の生じるメカニズム解明の鍵を握る
ものと考えられていた。CPV は 1964 年に中性 K 
中間子崩壊で発見され、1973 年に小林・益川理論
等が提唱されており、その実験的検証が長い間待
ち望まれていた。1980 年に三田・Bigi らが B 中
間子の崩壊と B0 混合の干渉により崩壊時間分布に
大きな CPV が現れる可能性を指摘していたが、B 
中間子の寿命が思っていたより長いこと（1.5 ps 
で崩壊時間を直接測ることはできないが、cτでは
460 μm）と 1987 年に大きな B0 混合が発見され、
B 中間子の CPV 測定の可能性ががぜん現実味をお
びてきていた。しかし、既存の  での電子・
陽電子衝突加速器では B 中間子対がほぼ静止状態
で生成されるため、上記の崩壊時間分布に現れる 
CPV を測定できないという致命的問題があった。
1987 年に P. Oddone がエネルギーの異なる電子・
陽電子を衝突させれば生成した B 中間子はブース
トされ、崩壊点を測定することにより崩壊時間を
測定できることを指摘した。これを受けて世界各
地で加速器と実験の検討が沸き起こった。KEK で
も新しいアイデアの検討が始まり、1989 年頃から 
Workshop を開催し、1991 年頃から毎年 B 物理
夏の学校を開催するなど、設計の具体化に向け機
運が高まった。理論および実験の学生からスタッ
フまで多数が夏の学校に参加し、講義を受けたり
議論したりと B-Factory 実現に向けて盛り上がっ
た。小林誠氏もその一人であった。1991 年頃に
は、KEK、SLAC に加えて PSI、CERN、DESY、
Cornell、ロシアの 7 つの計画案が出されしのぎ

を削っていた。KEK では諮問委員会の勧告を受
け、1992 年 11 月に国際 Workshop を開催し世界
に向けて TRISTAN  MR トンネルを使った KEK 
B-Factory 計画と実験提案の受け付けを表明した。
これを受けて、KEK と日本の大学グループを中心
として世界各国から参加を促しコラボレーション
の形成が進められ、1993 年 10 月には最初のコラ
ボレーション会議を大阪大学で開催した。1994 年
１月に投票によりコラボレーション名を Belle と決
定した。 Belle は b-quark の別名 beauty のフラン
ス語であるが、さらに el （electron） とそれを逆に
した le （反粒子 =陽電子）が衝突し B 中間子を生成
するという趣意もある。Belle のロゴも電子（e）と
それを反転したもので B を構成するというもの
である。1993 年 1 月に 1994 年度からの建設が正
式に認可され、1994 年 2 月に Letter of Intent が 
Belle より提出され諮問委員会に受理された。当初
の参加者は、34機関（外国6か国13機関）より135名
であった。さらに、測定器のデザインを詳細検討し、
1995 年 4 月に Technical Design Report を完成し、
本格的に測定器の建設を開始した。その後参加機
関は徐々に増え、2010 年には 60 機関（外国 14 か
国）より約 400 名の国際共同実験となった。

1-1.	測定器デザイン・建設・運転
　Belle 測定器は、B 中間子崩壊の詳細な研究を主
目的とするので、B 中間子の崩壊をできるだけ効率
よく正確に再構成することができることを目標に
設計された。そのためには、B 中間子の崩壊により
生成した約 3.5 GeV までの荷電および中性粒子の
種類およびエネルギー・運動量を正確に、できる
だけ隙間なく測定する必要がある。また、CPV の
発見・測定のために B 中間子の崩壊点を正確に測
定することが不可欠である。測定領域は、非対称
エネルギー電子・陽電子衝突のため、前方 17°か
ら後方 150°（重心系で 0.90 > cos θ > -0.93）であ
る。図（次頁）および以下にみるように、6 つの検
出器と超伝導ソレノイドを組み合わせることによ
り、上記の要求を満たす測定器が設計・建設され、
1999 年 5 月には完成した測定器をビームライン上
にロールインし、同年6月から2010年6月まで11年
間にわたりデータ収集を行った。

第２章　研究プロジェクトからみた歴史
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1-2.	シリコンバーテックス検出器（SVD）
　SVD は両面シリコンストリップ検出器（DSSD） 
と専用読み出し LSI （ASIC）を用いた粒子軌跡測
定器で、荷電粒子の通過位置の測定から、B 中
間子の崩壊点を決定する。2〜 5枚の DSSD を 1列
に並べて ASIC を取り付けたもの（ラダー）数本を
ビーム衝突点周りに円筒状に複数層並べる。SVD 
は B-Factory で不可欠な測定器という認識があ
り、1980 年代に CERN の P. Weilhammer 教授
の協力を得て KEK で開発を始めた。1990 年代中
頃まで DSSD と ASIC の国内での製造をめざした
が、BaBar との競争もあり開発を断念し、1997 年
に LEP 実験の DELPHI 検出器用の DSSD と ASIC 
を用いた 3 層構造を持つ ‘SVD1’ の建設に切り替え
た。SVD1 は 1999 年の実験開始当初から高い性能
を発揮し、CP 対称性の破れの発見等の成果に貢献
した。残念ながらこの ASIC は放射線耐性が低く、
劣化したラダーを交換する作業が毎夏行われた。
これは建設当初から予測されており、交換用ラダー
が多数製造してあった。並行して長期運転が可能
なアップグレード（SVD2）を進めた。DSSD （浜松
ホトニクス（HPK）社）の形状を最適化し、ASIC
は初代の約 100 倍の放射線耐性を持つものを開発
した。CDC （次節）の最内部を改造することによ
り、ラダーを 4 層に増やして軌跡認識性能を向上
させた。また、ルミノシティ上昇につれて急増す
るデータに対応するため、PC ファーム（サーバー
10 台）を用いた先進的なデータ収集システムを開
発した。SVD2 は 2003 年夏に測定器に組み込まれ
た。十分な放射線耐性のおかげで、ラダーを交換
することもなく、2010 年の運転終了まで安定して

動作した。国内の研究機関（KEK/ 阪大 / 東大 / 東
工大 / 筑波大 / 新潟大 / 東北大など）に加えクラク
フ研究所（ポーランド）/ プリンストン大（米国）/
メルボルン大（オーストラリア）/HEPHY 研究所
（オーストリア）が参加した。役割を終えた SVD2 
は国立科学博物館と KEK の展示室に半分ずつが展
示されている。

1-3.	中央ドリフトチェンバー（CDC）
　CDC は、低物質量化への挑戦であった。小さな
セルを多数配置した CDC は、すでに AMY や 
VENUS 実験で用いられていたが、Belle では発生
する粒子の運動量が比較的低いので、チェンバー
の低物質量化が運動量分解能向上の鍵であった。
また、それは、シンクロントロン放射光のバック
グランド低減にも有用であった。そこで、ヘリ
ウム主体のガスを使うことを検討した。位置分解
能がよくないとかガスリークを止められないな
ど、悪いイメージが強かった。そんな中、文献に
ヘリウムとエタンを半々に混ぜたガスでは、ドリ
フト速度の特性がよいことに目が留まり、これは
使えると思った。計算やビームテストにおいて満
足いく性能が得られ、実機に使用した。ガスリー
クも問題ないレベルに抑えることもできた。次は、
フィールドワイヤーの材質である。当時は、金メッ
キされた Cu-Be やモリブデンが一般的に使われて
いた。AMY や CLEO では金メッキアルミワイヤー
を使用していたが、さらに低物質量化という観点
から金メッキなしアルミワイヤーに挑戦した。金
メッキなしのため AMY のような半田付けは使え
ず、CLEO と同様のクリンプが候補だが、CLEO 
では実験中に切れるという問題を抱えていた。ま
た、アルミワイヤーは長期間で張力がなくなる（ク
リープ現象）といううわさもあった。米国の会社の
品質管理に不安があったので、国内の会社を探し
た。アルミ製品の取引先の会社の紹介で、小さな
会社から金メッキ無しのアルミワイヤーが手に入
ることが分かった。早速、クリープをはじめ放射
線損傷等、色々とテストした結果、クリンプで問
題ないことが分かった。第 3 は、構造的な低物質
量化である。当時までの CDC は、比較的大きな領
域をカバーするメインチェンバーの内側に独立な

B-Factory 測定器
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インナーチェンバーを組み込むのが一般的であっ
た。Belle では、メインとインナーとの間に壁のな
い一体型の CDC を設計・製作した。メイン部分と
インナー部とは別々にワイヤー張りを行い、その
後、壁のない状態で一体化するというとんでもな
いアイデアを敢行して、実現した。
　ビーム衝突によるデータを取り始めると、広い
領域一面にヒットのあるイベントが多数見られた。
これらはビーム起因の大きな信号によるクロス
トークであった。一大事と急遽専門家によるタス
クフォースが作られ、読出し回路を詳細に分析し
検討した。色々改善策が出され、1999 年夏に 2 層
分をノイズに強い新しいプレアンプに交換したが
逆効果だった。2000 年夏にプレアンプを元に戻す
際に内側 15 層分のワイヤーピンからプリアンプへ
のケーブルを同軸ケーブルにし、シールドを接地
したところクロストークはほぼ完全に収まり一安
心した。2003 年夏の SVD2 と最内層部の交換に際
し、全ケーブルを同軸ケーブルに交換し、以後ク
ロストークの悩みは消えた。挑戦的な設計のおか
げで、低運動量領域でこれまでにない運動量分解
能を得ることができ、10 年余にわたって放射線損
傷の問題も起こらず、運用し続けることができた。

1-4.	エアロゲルチェレンコフカウンター（ACC）
　π/ K 粒子識別には、当初は CsI 光電面を有した 
MWPC によるリング・イメージング・チェレン
コフ検出器（RICH）が検討されたが CsI 光電面で
安定した量子効率が得られず、シリカエアロゲル
の閾値型チェレンコフカウンター（ACC）と飛行
時間カウンター（TOF）の併用または内部反射チェ
レンコフ検出器（DIRC）に絞られた。内部メンバー
による選定委員会を立上げ、各検出器の R&D 状
況、測定器全体設定への影響、物理解析へのイン
パクトを詳細に検討し 1995 年 4 月に ACC+TOF 
を選定した。また、前方部の PID 検出器に関して
も同年 7月に ACC、TOF、Focusing DIRC の候補
から委員会で検討し ACC を選定した。シリカエア
ロゲル開発当初は、必要な n 〜 1.01 の低屈折率の
ものがなく、また、DESY の TASSO 実験の経験か
ら経年変化が問題とされていた。米国の Hrubesh 
達により two-step 法による製法が開発されていた

が、経年変化に関しては目途が立っていなかった。
困ったときに救世主は現れるもので、（株）松下電
工中央研究所で二重窓のガラスの間に入れる断熱
材として疏水化シリカエアロゲルの新しい製法が
開発されていることを知った。早速、疏水化され
た低屈折率のシリカエアロゲル開発を共同研究で
進め、1 年を経ずして経年変化のない疏水化され
た n=1.01 のシリカエアロゲルが作れるようになっ
た。まさに異分野交流の賜物であり、以後この製
法が国内のシリカエアロゲル製法の標準となった。
量産製造（約 2 m3 必要）は自前で行うことになっ
た。ゼリー状のシリカアルコゲルを超臨界乾燥す
るが、アルコールは危険なので二酸化炭素で行う
ことにし、超臨界抽出装置の設計・製造を三菱重
工広島に依頼した。約1年で装置が完成し、1995年
から KEK の化学実験棟で製造を開始した。丁度そ
の頃 KEK を訪問した TASSO の G. Wolf 氏が水に
浮かべたシリカエアロゲルを見て、「君はどうゆう
魔法を使ったのか？」と驚かれた。様々な製造過
程を調整し最終的に n=1.015 の ACC で 33 光電子
が得られた。n=1.01 〜 1.03 の 12×12×2 cm3 の
タイル約 12,000 枚（スペアを含む）を約 1 年半か
けて自作した。来る日も来る日もエアロゲルの製
造と組立て作業が続いたが、実際に実験で期待通
りの π/ K 分離が得られたことで全ての苦労が報
われた。
　超臨界抽出装置の設置を快諾してくださった化
学実験棟の神田センター長には深く感謝したい。
また、共同研究を受け入れてくださった松下電工、
そして光電子増倍管の量子効率の改善に取り組ん
でいただいた HPK 社の貢献が無ければ ACC は完
成しなかった。ACC は KEK、佐賀大、千葉大、東
京都立大、東邦大、Princeton 大の共同で製作され
た。

1-5.	飛行時間カウンター（TOF）
　TOF 測定器は 2本の TOF （4 cm 厚・6 cm 幅・
255 cm 長・BC408） と 1 枚の TSC （0.5 cm 厚・
12 cm 幅・263 cm 長・BC412）プラスチックシン
チレータから成る64個のモジュールから構成され、
半径約 1.2 m の ECL 支持内筒の内面に配置され
た。信号読み出しには、高磁場用 FM-PMT （R6680: 
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2 inch・24 段・2000 mesh） 320 本が使用された。
高速の時間拡大型 TDC を開発して、加速器 RF に
同期 （16 ns 周期） して PMT 信号を 25 ps の精度で
測定し、TOF 時間分解能 100 ps を実現した。各事
象の衝突バンチは、TOF 時間情報と CDC 情報か
ら特定された。
　実験初期の問題を 2 つ述べる。第 1 は、2000 年
2 月。TOF 信号が徐々に減少、積分ルミノシティ 
1fb-1 時には 30% 程度の減少が予想された。PMT 
ゲインの時効効果 （anode current stress （ACS）） で
ある。当時、ACS に関する定量的な情報はなく、
すぐに HPK 社で加速試験が行われ、アノード電流
を 1/10 にすれば、寿命が 20 年以上になると見込
まれた。そこで、PMT のゲインを1/10に下げ、10倍
のプレアンプボードを追加した。第 2 は 2002 年
12 月。ビームを連続入射すると、TOF データが異
常になり全く使えなくなった。データが使えない
ため、原因究明に時間がかかったが、連続入射に
伴うビームノイズにより PMT が 10 V 以上（正常 
0.1 V）の大信号を頻発して読出回路入力部を暴走
させることが分かった。大信号対策プレアンプが
開発され、2003 年夏に組み込まれ、秋から連続入
射が本格的に運用可能になった。
　PMT のゲインと時間は、μ 対生成事象やレー
ザー光で常時監視され、適宜 HV を微調整した。
320 本の FM-PMT のうち、故障した（ダイノード
間の接触等が原因）のは 10 本程度にとどまり、実
験終了まで安定に稼働した。TOF 時間分解能は 
110 ps まで少し劣化した。

1-6.	電磁カロリメータ（ECL）
　ガンマ線や π0 の必要なエネルギー分解能を
達成するために CsI（Tl） 結晶シンチレーターと 
PIN フォトダイオード読み出しを選択した。断面
が約 5.5×5.5 cm2、長さ 30 cm で重量約 5 kg の 
CsI（Tl） 結晶を、バレル部に 6,624 本、前方と後方
のエンドキャップ部にそれぞれ 1,152 本と 960 本
を使用した。バレル部の構造体は、内筒を 1.5 mm 
厚のアルミニウム製とし、測定器の外側構造体に
固定する外筒との間を 0.5 mm 厚アルミニウム製
フィンで接続して吊下し、CsI（Tl） 結晶の重量を支
える構造であった。物質量と内側の検出器との干

渉を最小限に抑えるため IHI 社の提案により、内
筒とフィンの接合にはレーザービーム溶接を採用
した。1998 年の 2 月には CsI（Tl） 結晶をバレル部
構造体内に設置する作業が始まり、5 月には全数
を入れた。ところが、移動直前にバレル部の各所
寸法を確認すると、外筒が 20 mm 以上も膨らんで
おり、内筒の様子を観察すると、一部が内側に膨
れていてその付近ではフィンの接合が破断してい
ると考えられた。全ての CsI（Tl） 結晶を取り出し、
バレル構造体の再製作を行うことになった。6 月に
は CsI（Tl） 結晶、配線、配管など全ての取り出し
が完了し、壊れた構造体を IHI 社に返送した。並
行して、再製作のため、破損の原因究明と対策の
議論が IHI 社と研究者の間で急ピッチで進められ
た。IHI 社の追試験で、それまでのレーザービー
ム溶接の接合部試作品を用いた引っ張り強度試験
は接合部のすぐそばをバイスで固定して行なって
いたが、その固定位置を接合部から少し離した場
合は破断限界が下がり、角度をつけて斜めに引っ
張るとさらに小さい応力で破断が始まり、CsI（Tl） 
結晶の重量に耐えられないと結論した。検討の結
果、レーザービーム溶接では対処できず、再製作
はフィンの先端を直角に折り曲げ、内筒との接合
をビス止めに変更するとともに、補強した外筒に
取付けられたステンレス板に CsI（Tl） 結晶を背後
から固定する構造に改められた。8 月には再製作し
たバレル部構造体が納品され、再度、CsI（Tl） 結晶
を組込む作業が始まった。内筒の変形を変位計で
モニターしながら作業を進め、変形は数 mm の範
囲におさまり、無事 Belle 測定器内に据えつけるこ
とができた。上記作業には KEK に滞在する研究者
が総動員され、遅れを最小限に留めた。

1-7.	KL およびミューオン測定器（KLM）
　ミューオンを精度よくしかもできるだけ低い運
動量から高運動量域まで検出するため鉄ヨークを
14枚（厚さ 47 mm、44 mm 間隙）に分割し隙間全
てを位置精度 1 cm 程度の荷電粒子検出器で満たす
必要がある。こうすると  から発生するハドロ
ンシャワーの検出も可能だ。これは、CPV 測定に
とって重要で Belle の設計段階から特に留意した
点である。およそ 2,000 平方メートルをカバーし
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40,000 チャネルの信号読み出しになるため平米あ
たりの単価を安くするように高抵抗電極板カウン
ター（Resistive Plate Counter、略して RPC）を採
用した。電極の材料として普通に窓ガラスとして
使われている 2 cm 厚のガラス板を使ったのがこの
検出器の特徴である。RPC はストリーマー放電モー
ドで作動するので出力が大きくプレアンプを必要
としないという利点がある反面、放電による電極
表面の劣化が否定できないため、長期にわたる安
定性に不安はあった。宇宙線を使った最終調整の
段階になって、使用ガス中の水分増加による検出
効率の低下傾向が見られたため、急遽 704 系統の
独立した配管すべてをポリオレフィンから銅パイ
プに取り替えるというハプニングがあったが、そ
の後長期にわたって安定に作動した。実験の後半
になって KEKB のルミノシティが設計値を超え飛
躍的に上がっていくにつれて、ビーム衝突点から
小角度に位置するエンドキャップ部分で検出効率
が若干低下していく兆候が見られるようになった。
RPC は放電による不感時間が長く高レートの環境
には適さないが、設計時の最大ルミノシティでも
十分余裕があるはずだったので嬉しい悲鳴だった。

1-8.	構造体・ソレノイド
　Belle の鉄構造体は、総重量1,300トン。鉄板14枚
を積層した台形ブロック 8 つを組み合わせた 8 角
柱のバレルと、その前後開口部に扉様のエンドヨー
ク 4 枚で構成され、1.5 テスラのソレノイド磁場を
最小の漏洩で内部検出器の空間に閉じ込める必要
がある。積層構造を持ちながらコストを大幅に低
減するため、大型部材の精密機械加工箇所を極力
減らす設計思想が貫かれた。また、内部検出器の
トラブルに対して即応できることを目指し、エン
ドヨークは配線・配管等を切断せずに素早く左右
に開閉できる構造であった。1996 年 8 月筑波実験
室で TOPAZ 測定器の解体を終え、その台車を活
かす形で Belle 構造体の組み立てが始まった。斬新
な設計思想ゆえの様々な困難があった。エンド
キャップにかかる 800トンの電磁力を支える構造
を、通常の機械加工ではなく、精度を保証できな
い溶接構造物の組立てで実現しようという大胆な
新しい試みで、最終的にシムで調整された支持板

で受け止める構造となった。結果、当たり面積が
十分にはとれず、部材の変形によるエンドキャッ
プの位置の絶対的な安定性が十分ではなかった。
こうした幾多の困難を克服して 1997 年 4 月に構造
体が完成した。その後超伝導ソレノイドの組み込
みも完了して、いよいよ電磁石の試運転を始める
や深刻な事態に直面した。あろうことか極めて大
きな漏洩磁場が実験室内に発生、当時は標準的で
あったコンピュータモニター用 CRT が使えない。
バレル断面のケーブル用の間隙の影響が過小評価
だったらしい。ステンレス製のスペーサー板を磁
気特性の優れた鉄材に換えればよいということで、
解体されたばかりの TOPAZ の磁極が急遽供出さ
れ超特急の部材製作が行われた。対応が功を奏し
最終的には漏洩磁場を無事許容限度まで抑え込む
ことができ、実験室内の数十台の CRT はその機能
を回復した。
　ビーム軸上に超伝導四極磁石と Anti-solenoid が
ソレノイドに深く入り込んでおり、荷電粒子の運
動量の精密決定にはこれらを含めた磁場を正確に
測定することが不可欠であった。中心軸上に装置
を置けないので、工夫を凝らして円筒形のケージ
のようなユニークな装置が考案された。駆動機構
を含めあらゆる素子は非磁性が求められ、当時オー
トフォーカスレンズなどで使われ始めた、ピエゾ
素子の超音波モーターが適用された。3 軸一体組
込型のホール素子の正確な軸合わせが肝要であり、
実際に現場で方向の分かっている磁場を使うのが
最も正確・確実ということで、1.5 テスラの磁場を
上げたままソレノイドの中に入って測定しながら
の調整を敢行した。調整中にクエンチを全身で体
感するという肝を冷やす場面もあったが、無事に
設置することができた。磁場測定は 1997 年 10 月
に 1 週間のテスト測定をもとに装置の不十分な点
を改良し、1998 年 2 月から約 1 か月にわたってシ
フトを組み 0.1% の精度を目指して条件や角度を変
えて 20 万点以上のスキャンを行った。解析を行っ
た学生の努力もあり上記目標は達成され、磁場計
算と精度内で合致することが示された。
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1-9.	トリガーシステム
　トリガーは、ビーム衝突に同期したクロックで
のパイプラインによる不感時間のないシステムと
して設計した。CDC からのトラック情報と ECL 
からのエネルギー情報を主とし、TOF のヒットパ
ターンや KLM の信号をグローバルトリガーシステ
ム（GDL）に集約し衝突による物理事象を選択する。
出力信号のタイミングは主に TOF 信号で決定す
る。検出器の読出し回路の要請により衝突反応か
ら 2.2 μs でトリガー信号を出す必要があり、でき
るだけ簡潔で確実なロジックに徹した。ビームデー
タを取り始め、1999 年秋のランから電流とルミノ
シティが上がるとともにトリガーレートも上がり 
200 Hz を超えるようになると、DST プロセスと 
DAQ から悲鳴があがった。DST からは 100 Hz 以
下との厳しい要求だったが、高速の選別プロセス
により条件は緩和された。DAQ は 250 〜 300 Hz 
で急激に不感時間が大きくなり、改善に時間を要
しこのまま電流とルミノシティが増加するとデー
タがとれなくなるという危機（Trigger crisis）が叫
ばれた。緊急対策案が求められ、2000 年 2 月に 
Semi-tight と Tight の 2 セットのトリガー条件を
提唱し、トリガーレートが高くなったら順次 Semi-
tight、Tight に移行することとし経過を見守った。
電流の増加に伴いビームバックグランド（BG）が
増加すると検出器（CDC、SVD、TOF 等）が正常
に動作しなくなるのでその面からの電流値の制限
もあった。ビーム BG は、加速器の運転パラメー
タやビームコリメータのたゆまない調整の努力お
よびビームによる焼き出効果での真空度の向上に
より改善し、ほぼ一定のビーム BG を保ちながら
電流とルミノシティが増加していった。トリガー
レートもビーム BG に依存するので、ほぼ一定に
保たれ、トリガー条件変更は回避された。2003 年
夏までは、CDC の最内層のカソードとステレオワ
イヤーの信号を使った Z トリガーにより衝突点か
ら離れたビームノイズ事象を除くことができた。
精度が悪く全体のレートを 15% 減少させる程度で
あったが、ぎりぎりの状況で貴重な役割を果たし
た。CDC の最内層を交換し Z トリガーがなくなり、
再び Trigger crisis が叫ばれたが、幸い DAQ の改
善もありトリガーレートは許容範囲内の 400 Hz 程

度であった。その後も、電流とルミノシティの増
加に伴い幾度となく Trigger crisis が叫ばれたが、
結局最後まで Bhabha トリガーのプリスケールを
大きくした以外にトリガー条件を変えずに済んだ。

1-10.	データ収集システム（DAQ）
　DAQ は、KEKB 加速器の高いルミノシティに対
応するため、それまでの TRISTAN 実験で用いら
れていたシステムの 100 倍近い高速性と大容量が
要求された。当時データ収集グループのリーダーで
あった山内現機構長を中心に設計が行われた。設計
当時はこの要求に応える IT 技術は存在せず、独自
の技術開発によりシステムを実現する必要があっ
た。そこで、Q-to-T 変換を FASTBUS TDC と組み
合わせた共通化した読み出しシステム、独自のデー
タリンクとスイッチを用いたイベントビルダー、産
業用の VME CPU モジュールを多数用いたオンラ
インファーム、分散制御フレームワーク NSM など
を開発した。このシステムで実験が開始されたが、
特殊設計の部品が多く、長期間の運転に不安があ
り、オンラインファームの性能向上にも限界があっ
た。2000 年代に入ると PC サーバーの性能向上が
めざましく、これを大量に使用して高速なデータ
収集システムを構築することが一般化した。2001年
に PC とイーサネットを用いてイベントビルダー
とオンラインファームを一体化するアップグレー
ドを行い、最大 500 Hz までのデータ収集が可能に
なった。また、イベントビルダーの後段にリコン
ストラクションファームを新設し、一部のオフライ
ン処理をリアルタイムで行うようにした。しかし、
加速器の性能向上によりトリガーレートが増加し、
読み出し時の不感時間が 10% 近くに達するように
なった。データ転送経路の並列化により不感時間
を 5% 以下に減少させることに成功したが、さらな
る加速器の性能向上が予想され、いっそうの不感
時間の削減が必要であった。これに対処すべくパ
イプライン読み出しモジュール「COPPER」を開
発し、2006 年より検出器毎に FASTBUS TDC と置
き換えた。置き換えた読み出しシステムでは不感
時間が 1/10 以下に短縮された。この成功をもとに 
COPPER を用いた読み出しシステムは Belle II 実
験のデータ収集システムの根幹となった。
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1-11.	Belle	Commissioning	Group	（BCG）
　KEKB と Belle の挑戦は、むしろハードウェア
の建設が終了した 1999 年から本格的に始まった。
加速器においては KEKB Commissioning Group 
（KCG）が 24時間体制で、ビーム電流の増強と衝突
性能の向上をはかる。筑波実験室に測定器を構え
る実験グループも、加速器コントロール室に陣取
り、バックグラウンドのモニターから、ビームコ
リメータの微調整、検出器のアボートシステムや
高電圧の管理を行う要員を配置し、KCG によるル
ミノシティ世界記録への挑戦を支え、海の向こう
のライバルをにらみつつ、質の高い積分ルミノシ
ティの着実な蓄積を図った。これを KCG になぞら
えて BCG と呼んだ。こうした KCG-BCG が一体
となった 24時間体制での奮闘が功を奏し、2001 年
にはライバルを抑えて当時の世界最高ルミノシ
ティ 3.4×1033 cm-2 sec-1 を達成、さらに 2003 年
には設計ルミノシティである 1034 cm-2 sec-1 を超
えた。また積分ルミノシティ蓄積でも、当初ビー
ム入射に起因する測定器への大バックグラウンド
のため、到底不可能と思えた連続入射による運転
モードを成し遂げ、まさに KCG と BCG のタッグ
チームが、その後のライバルの追随をものともし
ない快進撃を可能とした。この運転モードはのち
に世界各地の放射光施設においてもトップアップ
運転として採用され、今やなくてはならないオペ
レーションスキームとなったのは記憶に新しい。

1-12.	物理解析
　B-Factory は CPV を始めとする B 中間子崩壊の
詳細研究を主眼として計画・建設されたが、それ
までの加速器をはるかに上回るルミノシティのお
かげで、チャーム・τ 粒子および他のハドロンが大
量に生成されるので 2 光子生成反応等も含め広い
範囲にわたって多様な物理の成果を上げることが
できた。中でも、2003 年の  の発見を皮切
りに急展開を見せたエキゾチック粒子の探索・研
究には、多種の生成過程の場を提供することとなっ
た。以下に、幾つかのハイライトを述べる。

1-13.	CPV の発見と小林・益川理論の検証
　B 中間子における CPV の発見および測定のため

の物理解析は最重要課題として取り組まれた。最も
有望なのは Golden mode と呼ばれる  

および類似のチャーモニウム  崩壊の崩壊時間
分布の CPV であり、複数のチームで取組んだ。
2000 年夏は ICHEP の開催地が大阪なので、それ
までに収集した 6.2 fb-1 のデータを使って一丸と
なって解析を進めた。ICHEP では BaBar も 9.0 fb-1 
のデータを用いた結果を発表した。まだデータ量
が少なく有意な結果ではないが B-Factory の最初
の CPV の結果として注目を浴び、合同記者会見は
和気あいあいムードであった。その後、夏と冬の
国際会議を目標に結果を更新していくことになる。
2001 年は 2 月に伊勢での国際会議（4th BPC）で 
10.5 fb-1 のデータによる結果を発表した。BaBar 
は 20 fb-1 以上のデータを蓄積しており、 Belle が劣
勢であったが、会議の前に一足早く最初の CPV の
論文を Physical Review Letters（PRL）誌に投稿し
（BaBar は 3 日後に投稿）、これがその後の Belle と 
BaBar の競争に火を付けることになった。2001 年
夏はローマでの Lepton-Photon Symposium。
　Belle は夏のシャットダウンまでの全データを使
用しどちらも約 30 fb-1 のデータの解析となり、初
のCPVの有意な結果（発見）が期待されていた。意
気込んで解析を進めていたところ、BaBar が CPV 
発見の論文を投稿したとの情報が入り緊張が走っ
た。急ぎ論文を準備し、PRL の同じ号に、6σ を
超える発見となった Belle の結果が BaBar と並ん
で掲載された。ローマでの記者会見は両者の競争
意識が表れ張り詰めた雰囲気であった。この時の
両者の結果は 2σ 程度の違いがあったが、2002 年
夏の更新からはよく一致し年々精度を上げ全デー
タでは 4% の精密測定となった。この CPV の測定
は CKM ユニタリー三角形（UT）の内角の 1 つで
ある φ1 の測定であり、発見のみならず  
等の新物理探索で標準理論の基準値として重要な
意義を持つ。
　上記の CPV の発見は大きな第一歩であったが、
小林・益川理論の検証には UT の他の内角（φ2,   
φ3）の測定および直接的 CPV（DCPV）の発見が肝
要であった。φ2 は  等の崩壊時間分布の 
CPV の測定により求めることができ、次の目標の
1 つとして解析が精力的に行われた。これらの崩壊
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には 2つの位相の崩壊振幅が寄与するので、DCPV 
が表れる可能性が高かった。2002 年冬には 42 fb-1 

のデータで最初の  の結果を発表した。
同じく BaBar も同崩壊の測定を発表した。Belle 
は、2003 年夏に 140 fb-1 のデータで 3.2σ の有意
な DCPV の結果を得た。これは、最初の DCPV 
の証拠であったが、113 fbb-1 のデータで更新され
た BaBar の結果はゼロと無矛盾で、残念ながら認
知されなかった。その後の更新で両者の結果は歩
み寄り全データによる平均値は 5σ 以上の有意な 
DCPV を示し、のちに LHCb の測定でも裏付けら
れた。
　UT の第 3 の角 φ3 の測定には、φ1 や φ2 と異
なり、崩壊時間分布の CPV ではなく、  
崩壊で  のような CP 固有状態への崩
壊を見る手法（GWL 法）や二重 Cabibbo 抑制崩壊
を見る手法 （ADS 法） が提唱されていた。これらの
方法は理論的不確定性が極めて小さいが、どちら
も目標としていたデータ量では φ3 の測定は困難
と予測されていた。Belle では積極的に取り組み、
2002 年 6 月に先駆けて GWL 法の信号を発見した
ものの、上記の予測を裏付ける結果だった。一方、
同じ頃発表された CLEO の  崩壊の
Dalitz 振幅解析にヒントを得て、これを  
崩壊に取り入れて、上記の 2 方法の弱点を克服し
少ないデータで φ3 を測定できる画期的な方法を 
A. Bondar が着想し、2002 年 9 月に Novosibirsk 
で行われた Belle の特別解析 Meeting で発表した。
BaBar との競争を鑑み、Belle の解析結果を発表す
るまでこの方法は外に出さない方針で解析を進め
ていたところ、2003年 3月に Giri 他 3名 （GGSZ） 共
著の同じ方法を提唱する論文が投稿され焦った。
2003 年の LP で暫定結果を発表し、2004 年 6 月に 
Phys. Rev. D 誌に投稿し安堵した。2004 年夏の 
ICHEP には BaBar も同法の結果を報告し、これに
より UT の全ての内角が両実験で測定された。こ
の方法は、2 グループにより独立に発案されたが、
上記事情により Belle 側の発案は広く認知されて
いなかった。PDG 2020 年版の記事からようやく 
BPGGSZ 法と呼ばれることとなった。
　UT の各々の角度や辺および DCPV の新たな測
定や精度を上げた更新により、2004 年夏には小林・

益川理論が検証されたと認識され、両氏のノーベ
ル賞の期待が高まり、毎年受賞発表時にはインター
ネットやテレビの前に集まり期待しながら発表を
待ったものである。そして 2008 年についに南部陽
一郎氏とともに待ちに待った小林・益川氏の受賞
となったのは、名状しがたい大きな喜びであった。
下図に UT の決定の推移を示す。

1-14.	B 中間子のペンギン崩壊
　CPV 測定のために大量に生成された B 中間子
は、「稀」に起きる崩壊事象の探索・研究に有効活
用されてきた。標準理論では b クォークは同じ電
荷を持つ s クォークには直接は遷移しないが、「ペ
ンギン」ループ過程により遷移が可能になる。ペ
ンギンループは重い t クォークと W ボゾンを仮想
的に生成するため分岐比が小さい稀崩壊であり、
Belle 実験が始まる直前に CLEO 実験でいくつか
の崩壊モードが発見されていただけだった。特に
光子を放出する輻射崩壊とレプトン対を放出する
電弱崩壊は、終状態のハドロンがそれほど複雑に
影響しないので理論計算が信頼でき、新物理への
感度が高いとされてきた。Belle の初期の段階から
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2001 年に  、2003 年に  と包括
的 、2006 年に  とすべての輻射
崩壊と電弱崩壊の主要崩壊過程を BaBar より先に
発見してきた。また包括的  の測定精度で
も常にトップを走ってきた。だが、その結果は、
ほぼ標準模型と一致していた。
　統計が増えるにつれ、分布の対称性や角度依存
性を測れるようになってきた。その中でも特に

 のレプトン前後非対称性の測定で最初
に標準模型からのずれの兆候かと思われる結果を
得たが、後に LHCb により否定された。その一方、
LHCb が別の角分布やレプトン普遍性の破れの結
果を出したが、Belle の全データによる精度では決
着がつかず、Belle II のデータが待たれる。
　一方、ペンギンループを含むハドロンのみへの崩
壊は非常に多数あり、Belle 開始の頃は現象論の進
展も活発で、分岐比の測定などに新物理の影響が
見られると期待されたが、実際には理論の信頼度
はそれほど上がらなかった。Belle では KSFWと呼
んでいる職人技的なバックグラウンド抑制方法を
開発し、BaBar との熾烈な競争のなかで多数の崩
壊過程を新たに観測してきた。その結果、新物理
と断定はできないが標準理論では説明しがたい現
象が多数見つかった。その中で最も注目されるのが 

 と  の直接的 CPV の結果
だ。2004 年夏に BaBar と同時に  で B 
中間子初の直接的 CPV が発見された。その後、素
過程ではほぼ同じ  の直接的 CPV が測
定され符号が逆になった。色々説明が試みられたが
決定打がなく Kπ パズルと呼ばれ、新物理の関与
も示唆されている。この結果は KEK 実験として初
の Nature 誌に発表した論文（2008 年）となった。
　Belle 実験開始当初はまだまだ大きな未開の荒
野だったペンギン崩壊が、今となっては Belle と 
BaBar 合わせて 100 種類以上の崩壊過程の分岐比
が測定され、分岐比の高いものは信号の較正に使
わるなど隔世の感がある。

1-15.	B	中間子の	τ	レプトンへの崩壊
　B 中間子のレプトニック 2 体崩壊は標準模型で
はヘリシティ抑制が強くかかるが、  は τ 
レプトンの質量が大きいために抑制があまり効か

ず分岐比が大きくなる。また、W ボソンに加え未
知の荷電ヒッグスボゾンの寄与も可能で、理論計
算の精度も高いため、ペンギンループとは異なる
形で新物理に高い感度を持つ。セミレプトニック
崩壊  と  も同様の荷電ヒッグ
スへの感度を持つ。τ レプトンを終状態に含む B 
中間子の崩壊過程では運動学的に B 中間子の質量
を再構成できないため、Belle の初期の頃はこの測
定は夢物語に近いものだった。測定には反対側の B 
中間子の終状態をハドロニック崩壊や  崩壊を
再構成して残った粒子から τ を含む B 中間子崩壊
の特徴を持つ信号を抽出する。ただしそれほどク
リアな信号が得られるわけではなく、また測定効
率も低いため大量の B 中間子を必要とする。
　Belle が  の最初の証拠を報告したのが
2006 年で、その後 BaBar の報告も合わせて標準理
論からのずれが見える可能性が出てきたため注目
されたが、Belle の最終結果により現状ではそのず
れは小さくなっている。
　  の測定も最初の観測は Belle が報告し
たが、2012 年に BaBar が  と  
のどちらも標準理論からずれており、荷電ヒッグ
スでも説明できないという結果を報告して注目を
集めた。Belle でこの結果を追試するのに時間がか
かったが、Belle II のために開発された新しい多変
量解析の手法を駆使して新しい結果を出した。そ
の結果は BaBar と標準理論のちょうど間の値とな
り、世界平均はまだ標準理論からずれている。

1-16.	X（3872）の発見とエキゾチックハドロン展開
　CPV 測定の統計的な感度向上を図るため、

 と類似の  モード
についても実験開始直後から解析されていた。
2003 年の夏に、140 fb-1 のデータを解析したとこ
ろ、  系の不変質量が 3872 MeV/c2 のと
ころに幅が狭い共鳴とみられるピークが見出され、

 と名づけられた。この質量で通常のチャー
モニウムであれば  メソン対へ強い相互作用で
崩壊して幅が広くなるが、  へ崩壊して幅が狭い
のは全く常識外れである。そこで通常のメソンや
バリオンとは異なる構造を持つハドロン、すなわ
ちエキゾチックハドロンの一種ではないかと考え
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られた。SPring-8 の LEPS 実験からのペンタクォー
ク候補 Θ 粒子の報告と時期が近かったこともあ
り、一気に議論が沸騰した。2003 年は  
モードの CP 非保存測定値が標準模型の期待値と符
号が逆転していたため、Belle 実験は 2 つの話題で
一身に注目を集めた熱い夏であった。
　その後、  崩壊の  系で
の  を含み電荷を持つ質量 4430 MeV/c2 の状態 

 の発見、始状態輻射で質量 4260 MeV/c2 

で  系に崩壊する状態  の発見、
 の崩壊事象中に  系に崩壊する質量

3895 MeV/c2 の  を含み電荷を持つ  の
発見等が続いた。いずれも通常の  メソンとす
る解釈と相いれない性質を持っていたため、通常
のメソンやバリオンとは異なる構造を持つエキゾ
チックハドロンの存在は疑う余地がないと考えら
れるようになった。  の発見を契機に世界中
の実験でエキゾチックハドロンの探索・測定が活
発化し、理論的研究も発展したが、その中で Belle 
は大きな貢献を続けている。

1-17.	ボトモニウム似エキゾチックハドロン	Yb	と	Zb
　Belle 実験は、大半のデータ収集を B 中間子対
生成に適した  で行なったが、それに加えて 

（10.86 GeV）でも 121 fb-1 のデータを蓄
積した。最初の動機はこのエネルギーで生成可能
になる  の崩壊を研究することであり、輻射崩壊 

 を観測するなどの成果をあげた。
　 か つ て な い 大 量 の  を 得 て、  

へ崩壊する確率を測定したところ、
 の場合と比較して 2 桁も高いことがわかっ

た。これは、始状態輻射で発見されたエキゾチッ
ク粒子候補  の  を  に置き
換えたものであるとの仮説が立てられ  と呼ばれ
た。  は通常のボトモニウム  とは別の粒子
で質量が異なる可能性があるので、重心系エネル
ギーを 10.83 GeV から 11.02 GeV の範囲でスキャ
ンして反応断面積のエネルギー依存を調査した。
結果は測定誤差の範囲内で、質量の異なる粒子と
断定することはできなかったが、通常のボトモニ
ウムでは説明できないので、さらに詳細に調べた

ところ、 、 、  の不変質量

分布に 10610 MeV/c2 と 10650 MeV/c2 の 2 つの状
態が生成していると考えられるピークを見出した。

これらを 、  と呼ぶ。前者は 
、後者は  の閾値とほぼ同じ質量で、これ

らメソン分子とする解釈が提案された。そこで、  
の  と  への崩壊事象を調べ、  
および  がそれぞれ  および  へ
の崩壊が支配的であることがわかった。

1-18.	τ	の	Lepton	Flavor	Violation（τLFV）探索
　BaBar 実験とのルミノシティ競争に勝ち始めた
2003 年頃から世界最高統計量の  データは
Belle にあり、という状況が現在まで続いている。
　注目度の高いτレプトンの物理の１つに τLFV 
探索がある。LFV 過程は素粒子標準模型では禁止
されているが、特にこの過程を禁止するような指
導原理があるわけでもない。そのため素粒子標準
模型を超える新物理では LFV 過程は許されてい
ると考えるのが自然だ。また、ニュートリノ振動
の発見（1998）によってレプトンセクターの 
LFV は確定となった。τ はその大きな質量故に
色々な LFV 崩壊過程が考えられる。τLFV 過程
が発見された後も様々な LFV 崩壊過程を測定
して新物理の構造に迫ることができるのが τLFV 
の強みである。τLFV 探索の歴史は 1982 年の 
MARK-II 実験から始まった。当時は約 5 万の 

 事象を用いて探索を行った。Belle 実験では、
2004 年の約８億  相当を用いた  と 

 の探索が最初となった。ついで、

 と  の探索結果が出
て、その後から様々な崩壊モードに対する探索を
展開していった。レプトン数どころかバリオン数
をも破る崩壊、例えば  の探索を行い、
またクォークとのスカラー結合を調べることがで
き理論研究者からの注目が高い  の探
索も行った。2013 年の  を最後
に 46 崩壊モードの探索をほぼ終えた。全てのモー
ドで CLEO 実験による先行研究と比べて 1 〜 2 桁
感度が高い、分岐比で 10-8 オーダーの探索結果と
なった。しかし、ここで「終えた」と言い切るの
は早計のようで、新たに陽子を含む崩壊モードの
探索結果を 2020 年国際会議（ICHEP）で報告した。
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1-19.	D0-mixing の発見
　チャーム物理のハイライトとしては  中間子混
合の発見があげられる。中性中間子の混合は、す

でに  で発見・測定されていたが、これ
らは全て down タイプクォークから成る中間子で、
up タイプの  中間子混合は発見されておらず発
見に向けて多くの試みがなされていた。標準理論
では 0.1% 〜 1% 程度の小さな混合を予言し、大き
な混合の発見は標準理論を超える新物理の発見に
つながるので、Belle と BaBar も実験初期から取
り組んでいた。有望な方法として、二重カビボ抑
制崩壊  の崩壊時間分布の測定、CP 固
有状態への崩壊と  崩壊との見かけの
寿命の差の測定があり、両実験ともデータの増加
にともない両測定の精度をあげてきたが、2007 年
3 月の Moriond 国際会議で Belle は後者の測定で 
BaBar は前者の測定でついに 3σ 以上の有意性の
結果（Evidence）を同時に発表した。異なる測定
で同時の発見となったのは統計の粋ないたずらで
あった。その後、CDF や LHCb の測定により追認
された。

1-20.	東日本大震災
　2011 年 3 月 11 日の巨大地震は、震源地から約
320km 離れた KEK でも揺れは大きく、機構内は
ただちに停電となり計算機を含め全ての電気機器
が停止した。Belle はデータ収集を終え、測定器
はアップグレードに向けてロールアウトしており、
固定ボルトが切れて数 10 cm 移動レール上を動い
たが検出器に大きな損傷はなかった。一方、デー
タ解析は世界中の研究者がデータを集中管理する
中央計算機システム （KEKCC） にネットワークで
ログインして行う「一極集中型計算モデル」を採
用していたため、全面的にストップしてしまった。
地震の後しばらく電力供給は不安定で、KEKCC 
は停止のまま 2 週間以上も何もできない日々が続
いた。しかし、その裏側では短期的 （夏の国際会
議に向けての解析）および長期的な対策を練った。
KEKCC は電力消費が大きいため電力供給が安定す
るまでフルに稼働することはできず、夏季の電力
供給の見通しも立っていなかった。計算科学セン
ターとも綿密に議論し、まず優先度の高い解析は

名古屋大の計算機に必要なデータを移してそこで
解析を続ける、解析毎の Skim データはソフトウェ
アを取り纏め一括して行い計算機の負担を減らす
方針を立てた。長期的には名古屋大に計算機を移
すことも検討された。そして電力が少しずつ復旧
しはじめた 4 月上旬、ついに KEKCC の部分運用
が始まり、上記のプランの実行を開始した。国内
外のメンバーに要請し、1週間で約 70もの解析モー
ドのソフトウェアが集まり、さらにその 1 週間後
には Skim 生成を KEKCC で始めることが出来るよ
うになった。実は遡ること 2009 年に「グランド・
リプロセス」というそれまでに取得したデータを
改善された解析ソフトで全て処理し直したことが
あり、参加したエキスパートが今回も集結し短期
間で Skim 生成が始められたのである。また Skim 
後のデータをドイツ、韓国、ポーランド、スロベ
ニア、オーストリア、アメリカの研究機関にも分
散し KEK だけに集中するのを避けた （データ入り
のハードディスクを物理的に送った）。幸い 5 月か
ら KEKCC はフル稼働が可能になり心配された夏
も継続できたが、名古屋大や PNNL （アメリカ） に
は KEK 以外の解析拠点としても CPU の協力を受
けた。地震による解析危機を乗り越え、ほぼ例年
通り解析結果を論文に発表できたことは、国内外
の研究者の協力と尽力の賜物であり、協力頂いた
研究機関ならびに研究者の方々に厚く感謝したい。
またこれを契機にデータ分散やデータ複製の重要
性も認識し、Belle II Computing へ反映させること
にもつながった。

2.	Belle	II	実験
　KEKB/Belle の当初の目標は 300 fb-1 のデータ
を蓄積して小林・益川模型の予言する B 中間子に
おける CP 非対称性を研究することであったが、
PEP-II との熾烈な競争を背景に KEKB 加速器チー
ムが大変な努力を続けた結果、このデータ量の目
標は 2004 年度までに達成された。この目標はユニ
タリティ三角形の内角 3 つそれぞれがゼロでない
ことを証明できるように選択されたものであった
が、2004 年までの結果には小林・益川模型の予言
からのずれが見えているなどさらに高精度での測
定が必要と考えられた。このため文部科学省の理
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解を求めて、次の目標として 1000 fb-1 のデータを
取る 2008 年度までこの実験を続けることが了承さ
れた。そこで 2006 年ごろから実験グループのなか
で議論されたのは 2009 年度以降この研究計画を
どうするかであった。その際の選択肢は次の 3 つ
が考えられた。i） KEKB/Belle を終了、ii） 現状の
まま実験を継続、iii） 大規模なアップグレードを
行って高ルミノシティ化 （SuperKEKB）。このうち
i）は当時 J-PARC の運転開始が迫っていたことか
ら予算当局からは歓迎される可能性が高かったが、
標準模型では説明のつきそうもない現象もいくつ
か見られている実験を途中で止めることは実験グ
ループには到底受け入れられるものではなかった。
ii）もあり得る選択肢であったが、データ量を 2 倍
にするために 5 年かかるとすると研究者の緊張感
や国際的注目度を大きく損なうことから iii）が望ま
しい選択肢として実験グループや加速器チームで
意見の一致を見た。
　加速器に伴い測定器も大幅にアップグレードす
る必要があり新しい研究機関を加えた実験グルー
プを形成することが不可欠であった。それにはい
くつもの大きな努力や転機があり、とてもこの稿
には収まり切れないので、あまり知られていない
が大変重要な貢献をしてくれたウルフリン・バー
テル氏（故人）のことを述べたい。彼は長年 DESY 
の衝突型加速器での実験で活躍してきた研究者で、
Belle 実験に参加していた。新しいグループを立ち
上げるために共同研究を行う海外の研究グループ
を探していることを知ってアドバイスをしてくれ
た。彼は高エネルギー物理学が巨大化するととも
に多様性を失いつつあることに深い懸念を感じて、
「次世代の B-Factory 実験で直接探索とは別の方向
から新しい物理法則を探す KEK の計画はぜひ成功
させるべき。そのためにヨーロッパの研究者にもっ
とこの計画を広め、協力を求めるべきである。自
分が紹介するからヨーロッパを回ってセミナーを
してきなさい。」このアドバイスを受けて山内氏は
加速器の研究者と共に何度もドイツを中心にヨー
ロッパを訪問し、数 10 回のセミナーを行った。現
在の Belle II グループにはドイツなど多くのヨー
ロッパのグループが参加しており、このセミナー
がきっかけとなって参加してくれたグループが数

多くある。バーテル氏のアドバイスは Belle II が後
の形になるために大変貴重なものであった。
　このようにして 2008 年 12 月に Belle II グルー
プが発足したが、その後、様々な経緯をへて正式
に認められた計画としてスタートするまでには数
年の間、今年も予算が認められなかったという落
胆を繰り返すことになった。文部科学省との困難
な折衝のなかで強力な追い風になったのは 2008 年
に小林・益川両先生のノーベル物理学賞受賞であっ
た。これに関連して山内氏のエピソードを紹介し
たい。「2008 年の 12 月に益川先生の受賞を記念す
る会が京都で開かれて、ここで私は小林・益川模
型の検証に功績があったとされた Belle グループを
代表して話をする機会があった。しかし私の話の
ころには座はすっかり盛り上がって、ほとんどの
参加者は私の話などそっちのけでそれぞれの話に
興じていた。このなかで目の前で私の話にじっと
耳を傾ける方が一人だけいて、それが当時の文科
省研究振興局長の磯田氏であった。私はこれを絶
好の機会と捉え、小林・益川模型の検証に加えて
これからの研究計画にも時間を割いて語った。こ
の時の私の話が功を奏したかどうかは定かではな
いが、結局 SuperKEKB 計画は磯田局長の在任中
の 2010 年 6 月に正式に認められることとなった。
この時にもう 1 つ幸運だったのは当時の民主党政
権下で先端研究補助金という巨大な競争的研究費
が措置されたことであった。SuperKEKB もこの競
争的資金に応募したが、実は初回の審査では見事
に落選した。これでこの計画も頓挫かと覚悟を決
めたが、ここでもう 1 つの幸運が訪れた。先端研
究補助金の配分の第 2 ラウンドを、総額を 10 分の
一にして実施することが公表された。この時に幸
いにも採択されたのが SuperKEKB と東大宇宙線
研が提案していた重力波望遠鏡 KAGRA であった。
このような大型計画が認められるとしてもどちら
か一方であろうと当時誰もが思っていたことなの
で、同時に採択されたのは非常にうれしい驚きで
あった。このことをずっと後になって磯田氏に直
接お聞きする機会があったが、氏によると 2 つと
も大変優れた計画であったので、両者とも採択さ
れたのは当然だとのことだった。」
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2-1.	測定器デザイン・建設・運転
　測定器のアップグレードは、SuperKEKB 加速器
における 40 倍のルミノシティとそれに伴うより強
いビームの絞りや電流増加等によるバックグラウ
ンドの増加 （10 〜 20 倍） に対処できるような設計
を主眼とし、さらに性能を向上させるという挑戦
的なものであった。以下に述べるように ECL およ
び KLMの一部の検出器以外は全て新しく開発・製
作することになった （下図は測定器とメンバー）。

2-2.	バーテックス検出器	（VXD）
　予想される事象発生頻度と厳しい放射線バック
グラウンドに対応するため、バーテックス検出器 
（VXD） では 4層の SVD の内側に2層のピクセル検
出器 （PXD） を導入することになった。バーテック
ス測定精度は Belle SVD の倍の性能に設計された。
VXD でより広範囲を覆うため最外径は 30 cm まで
広げた。SVD の外側 3 層のラダー前方の DSSD を
傾斜させることにより、ラダー全長を 70 cm 程に
保った。大電力消費の ASIC の冷却は、水から液体 
CO2 に変更し冷却効率を高めた。一方 高いビーム 
BG とビーム交差角の増大（83 mrad）に対応して、
VXD 内のビームパイプと放射線シールドの体積・
重量が格段に増し VXD の規模や複雑さは Belle 
SVD の何倍にもなった。SVD 製作には、当初から
TIFR 研究所 （インド） が参加し、INFN グループ
が、イタリア SuperB 計画が不採択になり、2012年

に新たに参加した。DSSD（HPK）のサイズは Belle 
SVD2 の約 2倍の大きさで、ASIC は LHC の CMS 
グループが開発した APV25 を採用した。ASIC は 
DSSD の片面に配置し、DSSD 裏面からの信号を
読み出すための ORIGAMI 方式は HEPHY が開発
した。ラダー製造はメルボルン/ TIFR / HEPHY / 
KIPMU （日本）が担当した。INFN は各層に必要
なスラント用モジュール等を供給した。KIPMU 
は、SVD 用ラダーを研究機関内で量産するという
日本では画期的な成果を残した。SVD の組み立て
手順は極めて複雑だが、各工程で詳細なレビュー
を繰り返した結果、製造途中で重大事故は発生し
なかった。PXD 製作は MPI 研究所を中心とする
ドイツ・スペイン・チェコのグループが 2008 年
に参加し、担当することになった。MPI 研究所で
製造する DEPFET センサーを参加機関で試験し、
組み立てを行い、完成後に日本に持ち込まれた。
2018 年秋には SVD・ビームパイプ・PXD が KEK 
に揃い、VXD 組み立てが行われた。研究者だけで
はなく国内外のエンジニアが協力連携し建設を進
めた。数か月の試験運転の後、VXD は 2019 年に
測定器に組み込まれ本格的な物理実験（Phase 3）を
開始した。2020 年夏の評価では、VXD は高い性
能を示しており今後も維持することが期待された。
他にも多くの国内外の研究機関の協力で SVD/PXD 
は建設運営されている。

2-3.	CDC
　CDC は Belle と同様小セルタイプであるが内径
と外径が一回り大きい設計となった。エンドプレー
トの加工は高萩の工場で行われたが、メイン部の
加工を始めた頃、東日本大震災が起った。大きく
揺れたが社員や工場に大きなダメージはなく加工
を続けたが、余震が起こり直ちに機械を止めたが
一部穴位置が 100 μm ほどずれた。このずれは宇
宙線などのデータを用いたアライメントでも確認・
補正できている。2012 年冬にエンドプレートと 
CFRP の外筒を組み上げた CDC が富士実験棟に輸
送され、年末からワイヤー張りが始まった。作業は、
おなじみの林栄精器の皆さんで、総作業日数 266 日
かけて 2014 年 1 月に最後の一本を張り終えた。張
力測定など品質チェックには国内外から 40 数名の
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研究者がシフト体制で協力した。2015 年 1 月に筑
波実験棟へ CDC を移動し、B4 側室で動作確認し
ながら構造体への組込みに向けて準備した。2016年
10 月、高力さん指揮の元、双葉工業の皆さんによっ
て無事に組込まれた。そして初めて読み出しエレ
キ 299 枚全数を一度に動作させたが、心配して
いた発振もなく一安心であった。しかし、連続運
転で温度が予想以上に上昇し冷却能力が不十分で
あった。高力さんの新しいデザインで、12 月には
全てのボードを外してパーツの付け替えを行った。
年末にもかかわらず国内外から多数が作業に駆け
つけ、おかげで年明早々十分な冷却能力が確認さ
れた。宇宙線による全体の試験ランを経て、2018年
に初めてビームがある状態で HV を ON にした。
当時はレイヤーあたり 10 μA でも流れていると恐
ろしい気がした。Phase 3 に入り本格的な物理ラン
が始まったが、CDC はビームバックグラウンドな
ど日々新しい状況に対処しながら所定の性能を発
揮し動作している。

2-4.	Time	Of	Propagation	（TOP）
　バレル部粒子識別装置として設置された TOP カ
ウンターは、高精度に研磨された石英輻射体と高
時間分解能の光検出器 MCP-PMT を用いた、チェ
レンコフリングイメージ検出器である。最初のア
イデアは 1998 年頃名古屋大で発案され、TOF 検
出器の時間分解能向上を目指した研究から始まっ
た。発光時間の短いチェレンコフ光とその伝播経
路の違いを利用することで時間分解能を良くす
ることを狙っていたが、その後、研究が進められ
ていた Focusing DIRC と融合し、現在の形状と
なった。研究初期には理解していなかった、石英
伝播中の波長分散効果による分解能悪化の問題が
分かってきたが、その後集光ミラーを用いること
で、省スペースでありながら波長分解できる手法
を編み出すことに成功した。開発段階では、単一
光子検出に対して 50 ピコ秒程度の精度をめざし当
時可能性のあった MCP-PMT を選び、多チャンネ
ル角型の PMT を HPK 社と共同開発してきた。開
発当初は真空封じなどの技術的な問題が多発した
が、その後は光電面の量子効率の改良など順調に
進んだ。開発中盤から現在に至るまで課題となっ

ているのは光電面の寿命である。内部構造の改良
や MCP 素材の変更などにより、最終的に Belle II 
実験で使えるものになった。アメリカ、スロベニ
ア、イタリアなどの研究者と検出器の開発・建設・
運転などを行ってきた。補正や再構成ソフトウェ
アの改良を精力的に進めている段階であるが、新
しい測定器を実際の衝突実験で使用し、粒子識別
性能を示すことができている。

2-5.	ARICH	検出器
　エンドキャップ部分の粒子識別装置はエアロゲ
ル RICH 検出器（ARICH）である。これは、荷
電粒子がエアロゲルを通る際に発生したチェレン
コフ光を、位置に感度がある光検出器 Hybrid 
Avalanche Photo Detector （HAPD）で検出して、
チェレンコフ角から粒子識別を行う検出器である。
2001 年に日本とスロベニアと共同研究で開発を開
始した。ARICH では、Belle の ACC よりも屈折率
が高いエアロゲルが必要であったが、改良を重ね
て高い屈折率で透明なエアロゲルを開発した。ま
た、屈折率の異なる2層のエアロゲルを用いて、チェ
レンコフ角の測定精度を悪化させずにチェレンコ
フ光の数を増やす方法を確立させた。並行して、
144 チャネル角型 HAPD の開発を HPK 社と進め
たが、新しい検出器だったこともあり、平坦な道の
りではなかった。まず、動作する HAPD が出来る
まで工程や内部構造の試行錯誤があり、さらに放
射線耐性の確保ため、半導体の構造改良と照射試
験を繰り返した。また、量産中に、一部の HAPD 
が磁場中で巨大な信号を出す場合があることが判
明し、その対処が必要になった。このような状態
ではあったが、2017 年の夏に ARICH 検出器はな
んとか完成し、測定器内に組込み、Phase 2 運転を
迎えた。宇宙線やビームデータでチェレンコフリ
ングを観測することができた一方、冷却系の問題
による温度上昇のため、全体を同時に動作させら
れなかった。そこで、2018 年の夏に ARICH を取
り出し、2019 年からの Phase 3 運転までに冷却系
などの改良を行った。その後、ARICH 検出器は概
ね良好に動作しており、このデータを使ってより
よい粒子識別性能を得られるように研究中である。
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2-6.	ECL
　ECL は他の検出器とは違い早い段階で、結晶を
交換するなど検出器自体の大きな変更はせず、読
み出し装置の改良だけ行うという方針を決めた。こ
の読み出し装置の変更も、本来は Belle の実験中に、
波形取得を導入する計画となっていたもので、10年
以上かけての実現となった。回路の基本設計および
試作は済んでいて、Belle の最後の何年かは、一部
を置き換えてデータを取っていたので、読み出し回
路自体は確立されており、あまり開発要素のない計
画だったので、物足りなさを感じたコラボレーター
もいた。ECL グループが縮小していた（KEK一人、
奈良女子大学、ロシア、韓国） 状況での労力と効果
を考慮した妥当な判断だった。回路の設計やファー
ムウェアの開発はロシアの BINP のグループが行
い、日本のグループはクレートやバイアス電源、環
境モニター、ファイバーの設置などを奈良女子大
学と手分けして行なった。当時最大の問題は、ボー
ドの量産を行う業者で、試作機を製作した日本の業
者の値段が高く困っていたところ、韓国の Notice 
という企業が漢陽大学グループより紹介された。当
時起業して数年の若い会社で、社員は二人だけだ
が、社長兼エンジニアの Sangyoel さんは核物理で
学位を取り我々の分野の特殊な手法についても理
解が深く、韓国・ロシア・日本の関係者との英語
でのコミュニケーションも良好で助かった。量産に
あたって、納品前後の検査のために日韓両方にテ
ストベンチを立ち上げたり苦労はあったが、韓国の
技術レベルの高さもあり、特に大きな問題は無く製
作できた。Notice 社と Sangyoel さんとはその後も、
ボードの不具合に対する迅速な修理、ファームウェ
アの開発への助言など、身内同然の良好な関係が
続いている。ECL グループにはその後、イタリア
とカナダのグループが加入し、特にソフトウェアに
関してはずいぶん強化され、現在に至っている。

2-7.	KLM
　Belle で使用していた RPC は、前述のように
レートが高くなると、不感時間が増えて使えない。
Belle 実験の頃のデータから Belle II 実験のルミノ
シティまで外挿すると、エンドキャップ部では全て
のレイヤーはほぼ全滅、バレル部では内側数層で

検出効率が大幅低下という見積もりになった。そ
こで、バックグラウンドに強くしかも大面積を安
価で作ることが可能な検出器ということでプラス
チックシンチレータと波長変換ファイバーを組み
合わせた検出器に交換することになった。幅 4 cm
厚さ約 1 cm のプラスチックシンチレータに溝もし
くは穴を開け、そこに波長変換ファイバーを差し
入れその先に光検出器としてシリコン PMT をつけ
たものを１セットとして、それらを組み合わせて
１枚の大きな検出器にする。これで好きな大きさ、
形状のものを作成することが可能となる。交換し
たのは、バレル部は 240 枚中内層 32 枚と、エンド
キャップ部は 104 枚全てになる。バレル部はアメ
リカのバージニア工科大学で製作され、KEK に輸
送、組込みという手順になった。エンドキャップ部
は、ロシアの ITEP グループが中心となって製作し
た。ITEP でプラスチックシンチレータと波長変換
ファイバーなどの仮組みを行い、それらをコンテ
ナで輸送後、KEK で本組みを行いインストール可
能な検出器に仕上げるという手順で製作した。測
定器への組込みは、Belle 実験の際のビデオや写真
があり、それらを業者と見ながら、作業を検討した。
また当時使用した治具がまだ残っていたので、それ
らを使用し組込みをおこなった。バレル部は2013年
夏にバージニア工科大学から KEK に輸送され、そ
の秋に組込みを始め約 1 か月で 32 枚すべての組込
みが終了した。エンドキャップ部は、エンドキャッ
プ RPC のフレームを流用することにしたので、ま
ず 2012 年冬に半分抜いて中身を解体、2013 年に
仮組みの終わった検出器を ITEP から KEK に輸
送、2014 年から組み立てを行い、2014 年 3月に半
分組込んだ。また残り半分については、2013年 11月
に抜き取り解体、7 月と 10 月に組込んだ。データ
読み出し装置はアメリカが主導していて、プラス
チックシンチレータはハワイ大学、RPC はインディ
アナ大学がそれぞれ開発した。2015 年に KEK に
輸送され、2016 年からテストを行った。

2-8.	構造体
　構造体は他のグループと異なり、基本的に研究
者は素人で、企業の専門家に手伝って頂いて、作
業を行う。その意味では、それぞれの作業を素晴
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しい企業に請け負ってもらえた事で、無事実験の
開始にこぎつけられたと言える。
　Belle が終了し最初の課題は検出器の解体と、そ
れに伴い測定器を衝突点エリアから、実験室の広
い場所に移動するロールアウトだった。Belle 検
出器の組み立て作業を受け持った企業は既に撤退
していたので、請け負ってもらえる企業を探した。
このとき山岡広さんの紹介で解体作業を引き受け
たのが、当時、東海キャンパスで T2K の作業も請
け負っていた株式会社宇徳。Belle 実験の建設はず
いぶん前のことだったので、当時を知るメンバー
の記憶と少ない資料を元に解体とロールアウトを
無事終えられたのは宇徳と責任者の小川さんのお
かげだ。宇徳と小川さんには、引き続き Belle II 検
出器の組込みとロールインも請け負ってもらった。
実験開始後も夏のシャットダウン期間に毎年のよ
うに行う、検出器の修理改良のための作業のほか、
作業の効率化や、安全面での助言もいただき、も
はや Belle II の一員といった存在である。最大の
作業は測定器の回転。検討を開始したときには約
1,500 トンの測定器を内部の極繊細な検出器を壊さ
ないように回すなんて可能なのかという感じだっ
たと記憶している。幸いなことに、呼びかけに何社
かが真剣に検討し、結果、請け負ったのが大成建
設グループの成和リニューアルワークス。作業は、
全行程およそ半年で、後半の 3か月間は週 6日ずっ
と作業。責任者の内山さんはつくば市内にウィー
クリーマンションを借りての長期滞在だった。検
出器への振動は極小に、回転後の位置精度は 500 
μm 以内などという無茶な要請や、（物理屋の性と
して） その場の思い付きで加える新たな指示や急な
変更にも全て応えていただき、感謝している。上
記二社以外にも、種々雑多な作業や急な依頼でも
引き受けてくださる双葉工業や測定器周りの構造
物を各種作ってくださる海老原鉄工などにも大変
御世話になった。作業を請け負ってくださる皆さ
んからは、作業への真摯な態度とともに、実験へ
の敬意をいつも感じていた。感謝申し上げる。

2-9.	トリガーシステム
　Belle Trigger の成功を基に、Belle II Trigger の
構成は迷うことなく Belle と同じで行こうと決め

た。CDC によるトラックトリガーと ECL による
エネルギートリガーをメインとし、TOP と KLM 
情報をサブとする。得られる全ての情報は GDL で
受け取り、物理事象の選択を行う。トリガー情報
は最上流より完全にデジタル化した。Belle 同様、
メインは完全にバイプラインとし、不感時間はゼ
ロである。トリガー論理演算は全て FPGA で行い、
論理演算はいつでも変更可能となり、バックグラ
ウンド対応に柔軟性を得た。モジュール間のデー
タ転送は高速シリアル光通信とした。使用できる
情報量は Belle と比較しおよそ 100 倍となる一方、
ケーブル量はおよそ 1/10 と大幅に減少させること
ができた。また、処理能力の高い FPGA を搭載し
た、汎用トリガーボード （Universal Trigger board, 
UT3） を開発し、あらゆるトリガーモジュールとし
て使用できるようにし、ハードウェア開発の最小
化を狙った。トリガー情報の完全デジタル化でよ
り高度な物理情報計算が可能となった事、および、
多段の高速シリアル通信による遅延の増加により、
トリガー判断には Belle のおよそ二倍の 4.5μs が必
要となった。一方、Trigger crisis が叫ばれた Belle 
では行えなかった、トラックの 2 次元および 3 次
元での立体再構成が可能となり、エネルギー情報
も 3 次元で再構成可能となった。よって粒子単位
での物理量が検討できるようになり、バックグラ
ウンド除去性能は向上した。更に、トラックとエ
ネルギー情報のマッチングや、サブトリガーとの
マッチング等も可能となり、ダークマター探索関
連のトリガーも生成可能となった。
　当初からの大きな悩みはマンパワーであったが、
BaBar で経験を持つ E. Won 氏（高麗大）グループ
と台湾グループ（総勢 15 名）がトラックトリガー
チームを結成し、各検出器でトリガーチームを作
るなど陣容が整ってきた。その後、MPP グループ
4 名がニューラルネットを使った 3 次元トラックト
リガーを提案し、チームに加わった。この陣営で
何とかトリガーシステムが組み上がり、運用を開
始した。KEK 滞在者が少ない中でのトリガーシス
テムの運転は困難を極めたが、2018 年に電子陽電
子の初衝突を捉えることができた。

B-Factory 測定器



110 KEK創立 50 周年記念誌

2-10.	DAQ
　DAQ は、Belle 実験の経験をもとに設計され
た。検出器読み出しシステムを共通化する思想を
受け継ぎ、Belle で開発した COPPER モジュール
を全面的に使用した。検出器の読み出し回路から 
COPPER に光ファイバーによりデータを転送する
システム （Belle2link） は中国高能研と共同で開発
した。また高次レベルトリガーシステム （HLT） は 
Belle 実験のリコンストラクションファームに使用
された並列処理機構を発展させて構築した。
　ピクセル検出器 （PXD） は大量のデータを生成す
るためそのまま記録することが困難であった。そ
こで PXD 担当のドイツグループと協力し、HLT 
で他の検出器から得られる粒子の軌跡の情報をピ
クセル検出器の読み出しシステムにフィードバッ
クして、その周りの信号のみを読み出すシステム
を設計した。その機構は全く新しいものであり、
ドイツグループとの緊密な連携のもとにハンブル
グの DESY 研究所で 3 回に渡るビームテストを行
い動作を実証した。
　DAQ システムは 2020 年までの Phase 3 実験に
おいて安定に動作している。しかし COPPER モ
ジュールは設計が古く、今後長期間の実験に使用
するためには十分な保守が困難であり、また将来
のデータ量増大への対応に不安があった。そこで 
FPGA 処理を基本とした新しい読み出しモジュー
ルに置換するアップグレードが計画された。種々
の提案がなされたが、Belle II 内で国際コンペを行
い、フランスグループの提案する読み出しモジュー
ル （PCIe40） を使用することに決定した。COPPER 
の PCIe40 への置換が現在進行中であり、並列に行
われている HLT の増強と合わせて、SuperKEKB 
加速器が最高性能を達成した場合にも十分なデー
タ収集の能力が得られると期待される。

2-11.	Computing
　前身にあたる Belle 実験では検出器から得られ
た生データの記録と処理からユーザー解析に至る
ほぼ全てを一か所の研究施設で行う「一極集中型
計算モデル」を採用した。これは、Belle 実験によ
く適合し、うまく機能した。一方、Belle II 実験
では、最終的に Belle 実験の 50 倍のデータ量を蓄

積することを目標としている。また共同研究者の
数も 1,000 人を超え、参加国も 26 か国を数えるな
ど、さらなる大型国際化が進行している。Belle 実
験の時代に比べて CPU の性能やストレージの容量
における技術革新は進んでいるものの、それを上
回るペースで増えているデータを滞りなく解析し、
物理解析結果をいち早く世界に発信するために、
Belle II Computing では新たな枠組みを採用する
こととした。それが「分散型計算モデル」であり、
当時既にヨーロッパ CERN・LHC 実験で採用され
ていた技術である。この計算モデルを日本が主体
となって実現しようとする挑戦的な試みであった。
既に LHC 実験で確立された技術とはいえ、ネッ
トワーク基盤や利用可能な計算機資源、またデー
タ解析やシミュレーションの作法が異なる Belle II 
実験の環境下にうまく適用できるのか。そこでま
ずは基盤整備から行うこととなった。サイバー空
間に Belle II 実験の Virtual Organization を作成
し、実験参加国の研究機関や計算機センターから
計算機資源を提供してくれる有志を募った。ネッ
トワークも KEK 計算科学センターならびに国立
情報学研究所の協力の下、日米回線、日欧回線の
拡充をはかった。また形態の異なる様々な計算機
資源を透過的に利用できるようにするため、当時 
LHCb 実験が開発・運用していた DIRAC と呼ばれ
るインターウェアの導入を決めた。これら 1つ 1つ
の努力をまとめ、Belle II Computing として１つ
の形となったのが 2013 年 3 月から行った第一回大
量 MC 作成テストである。これには KEK をはじめ、
ポーランド、ドイツ、スロベニア、ウクライナ、チェ
コ、韓国、アメリカの研究機関が参加し、基本設
計が機能することを確認した。月日は経ち 2020 年
8 月現在、18 か国・地域、40 以上の研究機関が参
加し、シミュレーション作成だけでなく、生デー
タの一次処理、Skim 作成、ユーザー解析などデー
タ解析へ向けた本格的な使用が始まっている。そ
して現システムの運用と平行し、さらなる将来へ
向けて、解析環境の改良、新しい分散データ管理
やデータフェデレーションの導入など精力的に開
発中である。
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2-12.	バックグラウンド・運転開始
　SuperKEKB/Belle II では、低エミッタンス・高
電流で高いルミノシティを目指すと同時に、検出
器性能を損なわない程度にビーム BG を抑える必
要がある。ある意味で相反するこれら 2 つの命題
の両立は非常に難しく、2020 年時点でも我々を悩
ませ続けている。2020 年時点で最も条件が厳しい
のは TOP 検出器の MCP-PMT の光電面の寿命で、
運転電流を制約する主な原因の1つである。2009年
に、ハイカレント方式からナノビーム方式への方
針転換が決まり、ビーム BG の評価はゼロからの
やり直しとなった。まず検討されたのは散乱確率
がビームサイズに反比例するタウシェック散乱に
よるビーム BGで、これは水平方向の可動コリメー
タを衝突点上流の直線部に多数配置することで解
決した。次に検討されたのはビームガス・クーロ
ン散乱によるビーム BG で、ナノビーム方式特有
の非常に大きな最終収束電磁石内の垂直ベータ関
数により、大量のビームロスが検出器内部で発生
する。ビームパイプ内径を垂直方向のみ拡げる設
計変更を加え、さらにリングに垂直コリメータを
設置することで緩和を試みたが、約 2 mm という
非常に狭いコリメータ幅がビーム不安定性につな
がることから多数を設置することが難しく、2020年
時点で最大のビーム BG 源となっている。さらに、
Radiative Bhabha や Two-Photon などの物理過程
によってエネルギーを失ったビーム粒子や放出さ
れたγ、  対によるビームロスはルミノシティ
に比例し、設計ルミノシティに到達するころには
主要なビーム BG 源となる。これらのビームロス
から検出器を保護するため、ビームロスが集中す
る QCS 容器内部や VXD 検出器内部にも遮蔽シー
ルドを追加するなど、ビーム BG の理解の進展に
あわせて設計の改良が何度も行われた。2016 年か
らの Phase 1 運転では、多数のセンサーを Belle II
測定器の代わりに配置して （BEAST） 実際のビーム
BGを初めて測定し理解を深めた。
　2018 年 3 月中旬に VXD 検出器以外すべてが組
み込まれ、いよいよ Phase 2 の実験が開始となっ
た。19 日からHER、26 日から LERがMRに入射
され、調整が始まった。Belle II 側は、リングにビー
ムがまわっているため高電圧 （HV） はかけられな

い。各検出器グループでは読出回路のみ電源を入
れ、データ収集のデバッグを行なっていた。そう
やって迎えた 4 月 25 日の夜、加速器では衝突でき
る準備が整った。リングには HER 40 mA、LER 
60 mA を蓄積し、衝突が開始された。Belle II 側で
は、すべての検出器のHVをゆっくりあげて、デー
タ収集が開始された。30 人以上の研究者が筑波実
験棟地下 3 階の制御室に集まり、イベントディス
プレイを見続けた。しかし、映るのはノイズばかり。
どうもトリガー条件が適切ではない。これを変え
つつ、さらに時が過ぎ、日付がかわり午前0時26分、
最初のハドロン事象が観測された。この夜は朝の
9 時まで物理ランとなった。これが Belle II として
の最初の物理実験である。この時は各検出器の HV 
はまだ個々の検出器のエキスパートが制御してお
り、実験シフトはいたものの、まだまだ準備不足
という状態であった。HV が中央制御システムに組
み込まれ、一括で管理されるようになったのは5月
の最初である。DAQ グループの努力と各検出器グ
ループの努力によって、徐々にソフトウェアも整
備され、実験体制が整っていったのである。
　Phase 2、Phase 3 運転では Belle II 検出器でも
ビーム BG を測定して理解を深めた。真空焼きの
進展、順次追加した可動コリメータの調整、入射
ビームの品質向上などのたゆまぬ努力により、ビー
ム BG を許容範囲に抑えながら徐々に運転電流を
上げていき、2020 年には瞬間ルミノシティの世界
記録達成を果たすことができた。

2-13.	物理解析結果
　Belle II 実験の建設開始後、実験開始までに LHC 
実験で重要な知見が 2 つあった。1 つは 2012 年の
ヒッグス粒子発見、もう 1つは 13 TeV 運転でも標
準模型を超える新物理が未発見な事である。その
ような状況で、2018 年 Belle II 実験は Belle 実験
の 50 倍である 50 ab-1 という前人未踏のデータを
取得し、新物理を発見する事を最大の目的として
実験を開始した。
　Belle II 実験では B 中間子による新物理探索が主
なターゲットである。特に、宇宙の反物質消滅を
説明するためには、標準模型を超える新たな CPV 
が必要であることが Belle/BaBar 等の結果により

B-Factory 測定器
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判り、B 中間子でのさらなる CPV の研究が重要と
なった。また、Belle に見られるようにチャーム、
タウレプトン、ハドロン物理も重要なプログラム
であり、画期的な展開が期待される。さらに重心
系エネルギー 10 GeV の世界最高輝度電子・陽電子
衝突型加速器というユニークな特徴から、LHC 実
験以後に注目されている軽い暗黒物質の探索に適
している。Belle II 実験は非常に幅広い物理プログ
ラムを持ち、素粒子物理のみならず、ハドロン物
理や宇宙物理を研究することが出来る。
　Belle II 実験で新物理を探索するには主に 2 つ
のアプローチがある。1 つは標準模型で可能な過
程の精密測定により新物理の量子効果によるずれ
を探る方法、もう 1 つは標準模型では禁止されて
いる新物理による過程の探索や新粒子を直接探索
する方法である。前者の主な過程はループ過程の 

 振動や B 中間子のペンギン崩壊 、 
、 、 、またツリー

過程のレプトニック崩壊  などがある。
これらは前述のように Belle でも精力的に試みられ
たが、Belle II の大量データにより飛躍的な感度の
向上が期待される。特に、Belle II 実験では LHCb 
実験では探索不可能な複数のニュートリノを終状
態に含む 、  崩壊の探索・測
定が可能である。2020 年現在、  と 

 の両方において、レプトン普遍性の
破れが 4σ 程度標準模型からずれており、新物理
の兆候ではないかと期待されている。これらの徴
候が本当であれば Belle II 実験で発見される見通し
である。後者はタウレプトンのレプトンフレーバー
を破る崩壊や、暗黒物質や暗黒物質に崩壊するメ
ディエータ粒子を含む過程の探索があり、これら
が見つかれば、即新物理の発見である。タウレプ
トンのレプトンフレーバーを破る崩壊は現在 
Belle II でしか探索感度を上げることが出来ないた
め世界的に注目を浴びている。
　2018 年の Phase 2 運転では 496 pb-1 のデータ
を取得した。このうち 276 pb-1 のデータを用い
て、Belle II 実験での初めての物理論文を出版し
た。μ 異常磁気モーメントの標準模型からのずれ
を説明できるため近年注目を浴びている  模
型における  粒子に目を付け、世界で初めて Z’ 

粒子が暗黒物質もしくはニュートリノ対に崩壊す
るモードの探索を行った。感度はまだ低いながら
も PRL の editor’s suggestion に選ばれた。さらに、

 反応で γ 対に崩壊する axion-like 粒子
の 0.2 〜 1 GeV の質量で世界最高の制限を与える
探索結果（450 pb-1 データ）を論文に投稿した。
　2019 年 3 月からは phase 3 運転が開始、2020 年
7 月までに 74.1 fb-1 のデータを取得した。そのう
ちの 34.6 fb のデータを用い、Belle II 実験で初
の  の崩壊時間分布の CPV の測定を行
い、国際会議 ICHEP2020 で報告した。Belle 実験
の 1/20 のデータしか無いため誤差は大きいが、世
界平均と一致する結果を得た。この結果は Belle II
が消えた反物質の謎を解き明かすための第一歩と
なった。今後 Belle II 実験はさらに多くのデータを
取得し、世界で唯一の電子陽電子衝突型 B-Factory 
として重要な物理結果を出していくと期待される。

2-14.	国際化
　Belle と違って Belle II は真の意味での国際共同
実験であると言われるようになった。その意図す
るところは、測定器の建設費・運転維持費と計算
機資源を国際分担するようになったということで
ある。文部科学省ほか各方面で説明をする際に、
外国からも人とカネを出して運営しているという
点は歓迎され、アジア最大の国際共同プロジェ
クトをホストできる機関として認識されるように
なったことは、KEK の 50 年の歴史を振り返って
も大きなマイルストーンの達成であると言える。
　一方で、外国から出資してもらっているからこ
その責任の重さは確かにあり、外部からの圧力を
強く感じるケースが幾度もあった。建設と運転開
始の遅延、運転時間の短縮など、プロジェクトに
とってネガティブなニュースは、その都度糾弾さ
れ、徹底的な説明を求められ、クリアでない長期
展望について質されるのが常であった。もっとも
その苦痛も、糾弾する側が国に帰って財務機関に
きちんと説明をし、支援を継続してもらうために
必要なプロセスであった。また、Belle 時代には隣
のオフィス何人かで同意して進めればよかった技
術的・戦略的な決定が、既定の承認手続きを経な
いと進められなくなったことは、大規模国際プロ
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ジェクトを健全に進めるために受け入れなくては
ならない不便であった。
　Belle II 創成期には 19 か国からの 400 名足らず
であったメンバーも、2020年までに26か国1,000名
を超える大所帯に成長した。大組織でありながら、
過度な形式論によって硬直・機能不全に陥るでも
なく、例えば、COVID-19 パンデミックへの対応
には、現場の裁量を増し迅速な手立てを可能にす
るなど、適度な柔軟性を持った組織であり得たの
は、Belle のころの家庭的な運営から譲り受けた遺
産があったおかげかもしれない。今後も、巨大組
織を支えるごつい骨格の間にちゃんと温かい血が
流れ、神経を通わせることで、これからが本番の
実験が実り多きものとなると期待される。

Belle�エンドキャップ�KLM�検出器の組込み． Belle�バレル�KLM�検出器の組込み．

Belle�II�初衝突に喜ぶメンバー．

Belle�ACC�モジュール製作風景．
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PS 後期 加速器
1.	偏極陽子ビーム加速（佐藤	皓）
　偏極陽子ビーム加速については 8 GeV 陽子シン
クロトロン (8 GeV-PS) の建設当初から議論がされ
ていた。蓋し、このエネルギー領域におけるスピ
ン依存性の物理からの要請であった。しかし、円
形加速器では偏極ビーム加速に際し減偏極共鳴に
よる困難があり、まずは 8 GeV-PS の建設を成功さ
せることが肝要であった。余談になるが、そのた
めに 8 GeV の線形加速器をという議論が素研準備
調査委員会においてあったという。
　8 GeV の加速成功に続いて 12 GeV への増強も
成功した時に諏訪繁樹 KEK 初代所長の英断でまず
は偏極陽子イオン源の開発研究が開始され、森義
治氏等によるオプティカルポンピング型偏極イオ
ン源 (OPPIS) の開発研究が行われた [1]。
　12 GeV-PS における偏極陽子の加速実験は平松
成範氏をプロジェクトリーダーとして 1984 年に開
始された。スピン偏極実験を KEK で行うことを提
案していた名古屋大学、京都大学、東北大学、宮
崎大学等から多数の共同利用研究者が集まり、彼
らの協力を得て行われた。実働部隊として活躍し
たそれらの大学の大学院生達の多くが現在 KEK や 
J-PARC、その他の加速器関連施設の責任者・中堅
として活躍している。米国から Texas A&M 大学も
共同チームとして参加した。
　OPPIS で生成された偏極 H- ビームは荷電変換
後に 500 MeV Booster で加速され、12 GeV-PS 
に入射される。円形加速器中では周回中に横方向
の磁場が周回する粒子に対して回転磁場として存
在することになり、核磁気共鳴と同様のスピン歳
差運動により偏極度を減らしてしまう。そのため 
12 GeV まで加速される間にいくつかの減偏極共鳴
を通過しなければならない。減偏極を克服するた
めにビームの閉軌道 (COD) 制御、共鳴通過時に
ベータトロンチューンの瞬時変更を行うためのパ
ルス四極電磁石の開発、微弱ビーム用のビーム位
置モニター等の開発が行われた。パルス四極電磁
石は 100 μm の薄型鋼板を積層して作られた。こ
うした制御のため使用された計算機は紙テープや
磁気テープを用いた時代であった。

　3.5 GeV までは有意の偏極度を保って加速す
ることができた [2]。その後すぐビームを取り出
して p-d 前方散乱の Analyzing Power の測定、
pp →π+d 反応の Analyzing Power の測定などの物
理実験が行われた。さらに高いエネルギーまでの
偏極陽子ビーム加速の実験が引き続き行われ、主
リング内に挿入された内部ポラリメーターによる
陽子の非対称度の連続測定が行われた。
　ビーム強度の低い偏極陽子ビームの加速に取り
組む中で微弱ビームの加速の可能性に展望が開け、
重陽子ビーム加速 [3]、ヘリウムイオン加速 [4] 等
の課題が遂行され、「PS の多機能化」に繋がった。
ヘリウムイオン加速には線形加速器からブース
ターに入射するのに両極バンプ電磁石の開発が貢
献した。主リング電源も重陽子加速に応じて一旦
平坦化し再度加速磁場に移るモード、あるいはフ
ラットトップから減速し途中で平坦化して偏極重
陽子の偏極度をフラットトップへの加速前後で測
定して減偏極を調べるモードなどができるよう改
良された。一方で北カウンターホールではレアイ
ベント実験のために大強度ビームに対応する仕様
変更が進行しており、同時に加速器に対してもビー
ム増強への取り組みが要請されていた。「偏極重陽
子ビーム加速実験」が加速器スタディとしては異
例となる物理実験審査会で認められ、マシンタイ
ムが与えられた [5]。この実験を最後に多機能化は
終焉し、ビーム強度増強プロジェクトに PS スタッ
フ一丸となって取り組んでいくこととなる。
　KEK に お い て は 不 要 と な っ た OPPIS は 
TRIUMF で改良されて現在も BNL における 
RHIC-SPIN プロジェクトに使用されている。

参考文献
[1] Y. Mori et al., AIP Conf. Proc. 117, 123 (1984).
[2]  H. Sato et al., Nucl. Instrum. Methods A 272, 617 

(1988).
[3]  Y. Mori et al., Proc. Partic. Accel. Conf., 3754 

(1993).
[4]  I. Sakai et al., Proc. Partic. Accel. Conf., 1912 

(1995).
[5]  H. Sato et al., Nucl. Instrum. Methods A 385-3, 

391 (1997).
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2.	無同調空洞の実用化（二宮	重史）
　この着想を得たのは、Griffin (FNAL) の論文 [1] 
を読んだ時である。1∼10 MHz の空洞で、透磁率
が大きな Ferrite をスタックして、並列抵抗で帯域
内の Impedance を平坦化していた。読んですぐ、
磁性体に関する考え方を変えれば、もっと高性能
な空洞ができると直感した。磁性体を抵抗性にし
て積極的に発熱をさせ、その熱が処理可能であれ
ばよいのである。
　加速空洞は、通常 L-C-R の並列回路で考えるの
が直感的である。 L が十分大きく、C が小さく、
かつ、R が適度の大きさなら、広帯域の空洞にな
るのである。この条件は、磁性体の、通常言われ
る実用限界以上の周波数領域 (Im μ > Re µ) を使
うのである。これに適した磁性体は Ferrite ではな
く合金フィルム系のそれである。幅ほぼ 3 cm の磁
性体フィルムを、絶縁体フィルムと重ねて、トロ
イダル形状にする。これを何個か空洞内にスタッ
クするのである。磁性体としては、透磁率│µ│が大
きいほど帯域下限が低くなり、R が大きくなるの
で発熱も小さくなる。従って、高性能な空洞が実
現可能になる。並列容量 C は、実用周波数の上限
を決める数値である。そして、それは空洞の構造
によって定まる。トロイダル形状の磁性体の内径
を大きくすることで、この値をある程度小さくで
きる。そうすると、L, R を実用的な数値にするた
めに外径も大きくなり、製造コストが上がる。
　以上の考えのもとで、無同調型加速空洞の実現
の可能性を試算した結果を [2] で報告した。この
報告は、主に当時話題になっていた癌治療用加
速器を念頭においていた。大電圧加速空洞は副
次的に可能性を考えたのみであった。[2] には、
FINEMET に関する記述が無い。このことが後に、
癌治療用加速器建設の際に特許問題になったと聞
いている。
　FINEMET は、磁性体フィルムの層間絶縁をシ
リカ膜コーティングで実現しているので、高い温
度での運転が可能である。そこで、それを用いた
加速空洞をブースターで実現できないかと考えた 
[3]。ここでは、磁性体が合金であることから、腐
食等を恐れ、空冷式を採用した。ブースターでは、
従来 2 台の加速装置を用いていたが、この装置で、

あわよくば 1 台で済まそうと、加速電圧の余裕を
もたせた設計を試みた。その結果 [4] の写真で見
るように空冷装置は加速装置本体より大きくなっ
てしまった。1台運転の試験はできなかったが、2台
運転は安定で、余裕のある運転が出来た。入射時
の歪波重畳で Beam loss も低減できた。
　トリスタン以降の KEK-PS の技術貢献の一部は、
RF の low-level 制御の解りやすい設計手法を示し
たことと、この無同調空洞の実用化で、治療用加
速器の高周波加速に関する基礎技術を確立したこ
とである。そして、高透磁率磁性体の加速空洞へ
の応用は、陽子シンクロトロンの高周波技術の一
つの転機となったと考えられる。
　治療用の加速器は、ブースターのような速い繰
り返しシンクロトロンタイプを採用したら、建設
コスト、運転経費 (主に電力)、そして 1 回あたり
の治療時間、ともに現在日本で使われている装置
の 1/3 以下になっただろうと、故福本先生は嘆い
ておられた。

参考文献
[1] J. E Griffin et al., IEEE Trans. NS-30 No.4 1983.
[2] S. Ninomiya, KEK-Report 92-2 (1992).
[3] S. Ninomiya et al., Proc. of APAC01, 537 (2001).
[4] S. Ninomiya et al., Proc. of EPAC04, 1027 (2004).

3.	K2K	計画推進に伴う加速器増強
3-1.	速い取り出し機器の製作（川久保	忠通）
　KEK-PS 主リングには EP1 と EP2 の 2 本の取り
出しラインがあり、双方とも遅いビーム取り出し
法でビームを取り出していた。しかし、K2K 計画
の為に EP1 に速いビーム取り出し装置が必要とな
り、以下の 2点を解決しなければならなかった。
(1) EP1 ラインは K2K 計画用にビームを速い取り
出し法で引き出さねばならぬが、遅い取り出しビー
ムを必要とする実験グループも利用するので双方
の取り出し装置を共存させねばならない。しかも
この装置の切り替えは短時間で行う必要があるの
でラインの真空を破って装置を入れる方法は採用
できない。(2) キッカーマグネットの設置スペース
が制約されたので、従来のキッカーの約 4 倍の磁
場を発生しなくてはならない。

PS 後期 加速器
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　この問題は以下の方法で解決した。
(a)  通電時間を減らすため 1 台のマグネット長は一

定値以下に押さえねばならず、キッカー設置に
許されるスペースを勘案し 7 台に決定する。大
きな 1 枚の SUS 座台にこの 7 台を設置し、こ
れと平行に遅い取り出し用に従来使用していた
静電セプタム 2 台を設置した。座台は水平面上
をビーム軸に対し垂直にスライドする機能を有
する。上記装置全体を大きな真空容器の中に収
納した。この装置によって真空を破る事無く、
数時間の間に速い取り出しと遅い取り出しモー
ドの切り替えが出来るようになった。

(b)  従来のキッカーは分布定数回路端末終端型であ
り、PFN に充電した電圧の半分の電圧しか利用
できなかった。これを端末短絡型に変更し、フ
ルの PFN 電圧が利用でき、従来型の 2 倍の磁
場発生が可能になった。加えて、特性インピー
ダンスを 25 Ω から 12.5 Ω に変更し 2倍のコ
イル電流を確保した。以上の結果、従来の 4 倍
の磁場を発生出来る事となった。しかし、これ
らの改造により立ち上がり時間が従来の 4 倍長
くなった。

(c)  この為、マグネットのコア断面を従来の窓枠
形状から向かい合わせのC型形状に変更し、こ
の各々のマグネットを中点アースして両端に正
/負の同電圧を出すトランスに接続した [1]。

3-2.	ビーム増強（外山	毅）
　ビーム強度に関しては、4×1012 ppp (protons 
per pulse) から 6×1012 ppp に増強することが必
要であった。500 MeV ブースターでは、50 ms 
周期で 1 バンチのビームを加速し、12 GeV 主リ
ング・シンクロトロン (主リング) では、これを
9 バンチ蓄えてから加速に移行する。主リングで 
6×1012 ppp を達成するためには、ブースターでは
1 周期あたり約 7×1011 個以上の陽子ビームを加
速すれば良いことになり、既に要求を満たしてい
た。主要な課題は主リングにあった。(1) 入射時の
空間電荷効果による非線形共鳴、(2) 入射〜加速開
始時の水平方向ヘッドテイル・インスタビリティ、
(3) トランジションエネルギー付近の縦方向マイク
ロウェーブ・インスタビリティ、であった。これ

らの課題をそれぞれ以下のように解決した。
(1)  ベータトロン振動数の設定値を ν y=7.** から構

造共鳴を避けられる ν y=5.** に変更した。
(2)  クロマティシティの制御および 8 極電磁石の再

配置によるランダウ減衰により不安定性を抑制
した [2]。

(3)  原因となっていた結合インピーダンスを低減す
るために、ビーム位置モニター、真空ポートの
交換を行った [3]。さらに、トランジションエ
ネルギー通過用パルス 4 極電磁石の電源パワー
アップも行い、不安定領域を通過する時間を短
縮した。

　これらの対策によって瞬間最大ビーム強度は 
6.1×1012 ppp をマークしたが、その後は安定的に
加速することができなかった。そこで、帯域制限
白色信号による RF 電圧変調を行い、バンチのピー
ク電流を低減するという、新しくかつ安価なバン
チ整形手法を導入した [4]。これは、(1) と (3) に
対して効果を発揮し、安定な加速が実現した。そ
の後もチューン、クロマティシティ、ランダウ減衰、
加速RFなどのパラメータ調整を行い、1999 年 6月
19 日には、初めて人工ニュートリノビームがスー
パーカミオカンデで観測された。図 1 に、主リン
グのトップエネルギー (12 GeV) でのビーム強度の
変遷を示す。平均的には6.5 - 7.5×1012 ppp のビー
ム強度で安定なビーム供給が行われ、最高記録も 
8.0×1012 ppp に達した。

参考文献
[1]  T. Kawakubo et al., Proc. of EPAC96, 2441 (1996).
[2]  T. Toyama et al., Proc. of 1999 Part. Accel. Conf., 

1141 (1999). 
[3]  K. Takayama et al., Phys. Rev. Lett., 78, 871 (1997).
[4]  T. Toyama, Nucl. Instrum. Methods A 447, 317 

(2000).
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4.	誘導加速実証（高山	健）
　2000 年に高周波空洞の代わりに 1 対 1 のパルス
トランスをシンクロトロンに導入した誘導加速シ
ンクロトロンが提案され [1]、直ぐに 1 MHz の繰
り返し能力を持つパワー半導体をスイッチング素
子に用いた出力 3 kV のスイッチング電源が開発さ
れた。先ず、2004 年に陽子 1 バンチを 12 GeV-PS 
入射して高周波閉じ込め・誘導加速と謂うハイブ
リッド方式が実証された [2]。トランジションエネ
ルギー域で高周波をオフにし、バンチ長を長く保
持したまま誘導加速だけでトランジションエネル
ギーを通過させることに成功した [3]。誘導加速セ
ルに発生する 2 種類の電圧パルスを加速とビーム
閉じ込めに用いた誘導加速シンクロトロンの完全
実証は 2006 年に行われた [4]。この結果、高周波
のバンド幅の制約からシンクロトロンは開放され
た。粒子集群の位置情報をもとにゲート信号を生
成するので、適切なタイミングで加速電圧が発生
し得る事が最大の特徴である。かくして 12 GeV-PS 
は遅い繰り返し誘導加速シンクロトロンを世界で
最初に実証したわけである。
　PS のシャットダウン後、500 MeV ブースター
を速い繰り返し誘導加速シンクロトロン (デジタル
加速器) へ改造する計画が科研費の支援で実施され
た (2007-2011)[5]。高周波空洞が置かれた場所に
誘導加速セルを移設した。リングへの入射装置と
して静電入射キッカーが開発された [6]。750 keV 

コックロフト・ウォルトンと 40 MeV Alvarez ラ
イナックは切り離された。40 MeV BT の途中に置
かれた 200 kV 高圧プラットホームに内蔵させた 
ECR イオン源からの A/Q > 2 (A: 質量数、Q: 価
数) の重イオンはチョッパー機能を持った Einzel 
レンズ [7]、残された 40 MeV BT 下流を経てデジ
タル加速器に直接入射・誘導加速された [8]。
　提案当初は KEK 12 GeV-PS のビーム強度倍増、
統合計画 (現 J-PARC) のスーパーバンチ化 [9]、
CERN のグループと共に LHC のスーパーバンチ
衝突型加速器 [10] への改造を指向したが、結局具
体化には至らなかった。一方、誘導加速シンクロ
トロンの実証実験が進むに従い、陽子から帯電金
属微粒子までを含む任意のイオンを低速から 1 台
の円形リングで加速できる事が認識された。かくして
高周波加速を全て誘導加速に置き換えたサイクロ
トロンやマイクロトロンへの展開が始まった [11]。
　PS のシャットダウンの 10 年後から開始された
「PS 施設を今後どうするか」の議論の結果、コッ
クロフト・ウォルトン加速器とデジタル加速器は
今暫く稼働状態を維持することになった。最近、
速い繰り返し誘導加速シンクロトロンの特徴を最
大限活かす変形・移動する標的へリアルタイムで
炭素線ビーム照射可能な次世代ハドロンセラピー
(ESCORT) が設計され [12]、インドでパイロット
プラントの建設が議論されている。これとリンク
してレーザーイオン源からの完全電離炭素線のデ
ジタル加速器へ直接入射、バリアー電圧捕捉など
の実験が行われている [13]。
　一般に加速器の動作原理が単純であればあるほ
ど技術的には簡単で、加速器自身は汎用なはずで
ある。その意味ではその動作の記述にマックスウ
エル方程式全部が必要な共鳴型の高周波加速器よ
りファラデーの誘導法則とガウスの法則だけで間
に合う非共鳴型誘導加速器の進化が先に進むの
が歴史的必然であったはずだが、実際は 共鳴型
の加速器の進化が先行した。非共鳴型の円形誘
導加速器の実現は 1990 年代に入って実用化した 
MOSFET パワー半導体の登場とロスの小さな加速
セル用の磁性体の発明なくしてあり得なかった。
　この間の事情は物理学会誌 2020 年 11 月号の解
説記事に詳しい [14]。

図 1　12�GeV-PS�ビーム強度増大の足取り．

PS 後期 加速器



118 KEK創立 50 周年記念誌

参考文献
[1]  K. Takayama and J. Kishiro, Nucl. Instrum. 

Methods A 451, 304 (2000).
[2]  K. Takayama et al., Phys. Rev. Lett. 94, 1444801 

(2005).
[3]  Y. Shimosaki et al., Phys. Rev. Lett. 96, 134801 

(2006).
[4]  K. Takayama et al., Phys. Rev. Lett., 98, 054801-4 

(2007).
[5]  T. Iwashita et al., Phys. Rev. ST-AB, 14, 071301 

(2011).
[6]  T. Adachi and T. Kawakubo, Phys. Rev. ST-AB 16, 

053501 (2013).
[7]  T. Adachi et al., Rev. Sci. Instrum. 82, 083305 

(2011).
[8]  K. Takayama et al., Phys. Rev. ST-AB 17, 010101 

(2014).
[9]  高山健，高エネルギーニュース Vol.19, No.2, 58 

(2000).
[10]  K. Takayama et al., Phys. Rev. Lett. 88, 144801 

(2002),
[11]  K. Takayama, et al., Phys. Rev. ST-AB 18, 050101 

(2015).
[12]  Leo Kwee Wah et al., Phys. Rev. ST-AB 19, 

042802 (2016).
[13]  N. Munemoto et al., Phys. Rev. ST-AB 20, 080101 

(2017).
[14]  高山健，日本物理学会誌 Vol. 75, No. 11, 666 

(2020).

第２章　研究プロジェクトからみた歴史



KEK創立 50 周年記念誌 119

PS 後期 ハドロン
1.	PS	でのハドロン物理（今井	憲一）
1-1.	はじめに
　KEK-PS でのハドロン物理実験に深くかかわった
一人として、とくに PS 後期のハドロン物理の歩み
を記憶と資料を頼りに振り返ってみたい。PS 後期
のハドロン物理は我が国の原子核分野を不安定核
物理と二分するともいえる大きな学問分野に育ち、
J-PARC 建設を後押しし、そこでの現在の物理につ
ながっている。原子核分野での PS の歴史的意義は
極めて大きいといえる。PS 最後の実験の課題番号
は E570 であり、実に多くのハドロン物理実験が
行われた。そのすべてを取り上げることは筆者の
能力を超えている。PS でのハドロン物理の流れを
作ってきたと思われる実験をいくつか取り上げな
がら歴史を振り返ってみたい。私見によることを
お許しいただきたい。

1-2.	序章
　PS は当初日本の高エネルギー研究者の期待を
担って 1971 年に設立された高エネルギー物理学研
究所の中心施設であった。したがって初期は高エ
ネルギー研究者が実験の中心である。しかし実験
課題の多くを π や K ビームによるハドロン反応や
共鳴の研究などのハドロン物理がしめている。当
時ハドロン物理は高エネルギー物理の大きな分野
であったので当然であろう。私は原子核の研究グ
ループに所属していたが、建設時に偏極陽子ビー
ムの実験プロジェクトの提案作成に参加したこと
もあり、その後も PS を時々訪れる機会があった。
完成後初めて加速器と実験室を見たときはその規
模の大きさに圧倒されたことを覚えている。π1 
ビームラインを作るにあたり Turtle を使った計算
や septum magnet の設計製作などのお手伝いをし
たが、予算が大学の研究室とは桁ちがいであるこ
とにも驚かされた。ぜひとも将来はここで自分が
主導して面白い実験をしたいと思ったものである。
　1974 年の J/ψ の発見を契機に、高エネルギー物
理の景色が変わっていき、標準理論が大きな位置
をしめるようになる。高エネルギー物理学研究所
が TRISTAN 計画を立ち上げたのは、素粒子物理

の流れに沿うものであった。80 年代になると多く
の高エネルギー研究者は TRISTAN 建設に参加す
ることとなり、PS の新たな役割が模索されること
となる。それにともなって、原子核分野の研究者
が PS の実験に多く参加するようになり、PS に新
たな流れを与えていったわけである。その先導役
をはたしたのは、山崎敏光氏、中井浩二氏率いる
東大グループであった。両氏は TRISTAN 以前か
ら、ブースターを使ったミュオン科学や PS の πμ 
ビームラインを使った原子核研究を推進していた。
さらに 80 年代にはいると山崎氏は静止 K 中間子を
用いた重ニュートリノ探索、中井氏は π2 ビーム
ラインでの大立体角検出器 (FANCY) を用いた高エ
ネルギー原子核反応の研究を立ち上げた。両氏の 
KEK-PS での活躍が TRISTAN 後の PS への多くの
原子核研究者の参加を後押ししたと思われる。

1-3.	ストレンジネス核物理の流れ
　TRISTAN 後の PS でのハドロン物理で目立つの
は、ハイパー核研究を中心としたストレンジネス
核物理である。ここでその流れをたどって見よう。
　PS で最初にハイパー核の実験をしたのは東大の
山崎グループで、静止 K 中間子を使った ΛΣ ハ
イパー核の研究であり、1986 年のことである。そ
の同じ年には、橋本治氏、江尻宏泰氏らの東大核
研、阪大グループが (π+, K+) 反応を用いたハイ
パー核の研究を K2 ビームラインで行った。その
後 1988 年には K2 ビームラインでは京大、名大を
中心としたグループがハイブリッドエマルション
法を用いたダブルハイパー核と H ダイバリオン探
索実験を行った。この実験は、私が PS ではじめて 
spokesman として深くかかわったので思い出も多
い。(K-, K+) 反応という断面積の小さい反応を十
分な S/N で捉えられるか？ 日本で初めてとなる大
規模な silicon strip 検出器をちゃんと動かせるか？
検出器のトラック情報どおりに原子核乾板で必要
なトラックを見つけられるか？ などどれも私は未
経験で不安もあったが、ひとつひとつ測定装置に
ついて新しいことを学びながらすすめる喜びを感
じた。特に多くの大学院生の参加はグループに活
気をもたらしありがたかった。京大グループと名
大グループはかなりカラーもちがっていたが、こ

PS 後期 ハドロン
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れはむしろ若手研究者の切磋琢磨につながったと
思う。この実験ではそれまでその存在が不確定だっ
たダブルハイパー核の存在を確定する成果があっ
たが、研究者を育てるという意味でも成果があり、
その中には家入正治氏、中野貴志氏、飯嶋徹氏、
田島宏康氏らがいる。PS での実験では、試作した
検出器のビームテストを容易に行うことができ、
測定器が完成すればビームラインに設置した状態
で、弱いビームをもらってテストする十分な時間
があった。今思うとその過程は特に大学院生の研
究者としての成長にとって極めて重要であったと
思う。J-PARC のハドロン実験ではビームラインの
制限でこの点はまだ PS ほどうまくいっていないの
が残念である。
　東カウンターホールは冷暖房がなくて、夏は暑
く冬は寒いなかの実験準備作業はなかなかつらい
ものがあったが、今となってはなつかしい。3 階の
共同利用者の控室 ( 準備室 ) も各大学のチームが
共存していて、簡易ベッドを持ち込んで寝ている
人あり、白板を前に議論している人たちあり、ラー
メンを食べている人ありと、24 時間の実験生活の
活気と自由な研究の雰囲気があり、居心地がよかっ
たことを覚えている。
　80 年代なかばから PS でハイパー核を中心とし
たストレンジネス核物理分野の研究が広がりを見
せる中、中井浩二氏が KEK に着任しこの流れを一
層推し進めることになる。特に北カウンターホー
ルの建設はハドロン物理研究の質と量を大きく飛
躍させたことは間違いない。それまでの東カウン
ターホールの K0, K2, K3, π1, π2, T1 のビームラ
インに加えて K5, K6, EP-1B さらにはニュートリ
ノビームラインが増設された。K5 にはトロイダル
スぺクトロメーターが K6 には SKS が建設された。
橋本治氏、永江知文氏らによって建設された SKS 
はハイパー核の励起スペクトルをこれまでで最も
高い分解能で系統的に測定し、ハイパー核の構造
研究の基本となるデータを与えた。さらにハイパー
核の寿命や崩壊分岐比の系統的な研究も行われ、
ハイパー核の研究を牽引したことは大きく評価さ
れてよい。さらに SKS には、田村裕和氏、谷田聖
氏らがハイパーボールと呼ばれるおそらく日本で
ははじめての大立体角 Ge 検出器を製作し、ハイ

パー核からの γ 線を高精度で測定することに初め
て成功した。(図 1) これによりハイパー核の励起
状態を keV の精度で測定できることとなり、大き
な注目を浴びた。その後 BNL-AGS での実験も含
めての結果、軽いハイパー核の励起状態のスピン
依存性を明らかにし、ΛN のスピン依存相互作用
を決定する大きな成果をあげた。

　私が主にかかわった K2 では、それまで開発
していたシンチレーションファイバーを使った 
H-Dibaryon 探索実験を行った。束縛した H は見
つからなかったが、共鳴状態の可能性をしめした。
この実験からは伊藤好孝氏、山下了氏、J.K. Ahn 氏
らが育っていった。この技術を使って家入正治氏
らは長く待たれていたハイペロン陽子散乱実験を
行い、Σp の弾性散乱などのデータを得ることに成
功した。その後仲澤和馬氏らが以前より十倍感度
の高いハイブリッドエマルションによるダブルハ
イパー核探索を行った。その最大の成果は 4He に
2 個の Λ が加わったラムファの発見である。(図
2) ラムファの束縛エネルギーが正確に求まったこ
とで ΛΛ 相互作用が弱い引力であることが明らか
になった。SKS のハイパー核研究で明らかになっ
た ΛN 相互作用と合わせてこれらの成果は、中性
子星内部の Λ の存在に大きな制限を与えるものと
なっている。なおこの実験で博士論文を書いた市川
温子氏、高橋仁氏は現在 J-PARC で活躍している。

図 1　 物理学会誌の表紙をかざるハイパー
ボール．
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　2000 年に、SPring-8 の LEPS グループがペンタ
クォークの発見を報告すると世界中で追試がはじ
まった。半信半疑ではあったが π ビームでも生成
できるはずと思い K2 で実験し、さらには PS 最後
になったが K ビームで SKS を使った探索実験をし
た。残念ながら確証は得られなかったが、ワクワ
クした気持ちでモニターを眺めていたことを思い
出す。
　一方、K3 で静止 K 中間子を用いてハイパー核の
実験をしていた東大グループは、K- 中間子原子や
反陽子原子の研究を展開していった。早野龍五氏
らはここで反陽子 He 原子の metastable state を発
見し、その後 CERN でのレーザー分光による精密
研究に発展させていった。岩崎雅彦氏らは K-p 原
子の X 線精密測定を行った。これは K-p 相互作用
を決める基本的なデータであり、高精度のデータ
が望まれていた。K-p 相互作用は中性子星をふく
む核物質での K 凝縮や K-p 束縛状態の存在可能性
に関係して、ストレンジネス核物理の重要課題で
ある。彼らはその後 K- 原子核束縛状態の実験を
K5 で行い、その存在を示唆するデータをだして注
目を浴びた。この問題はその後もこの分野で大き
く取り上げられ今も J-PARC で研究が続いている。
　TRISTAN 後の PS でのストレンジネス核物理は
大きな成果を上げたが、理論との共同研究の成果
であったことも忘れてはならない。90 年代以降の

ストレンジネス核物理の国際会議では日本からの
発表が半分近くになることもあり、PS がこの分野
にいかに大きく貢献したかわかる。

1-4.	その他のハドロン物理
　80 年代に PS の将来計画が議論されたとき、
BNL-AGS と同じく偏極ビームの加速とイオンビー
ムの加速がテーマとしてあがった。偏極ビーム加
速には私も深くかかわった。しかし 5 GeV 以上の
加速は難しかった。いくつかの実験は行われたが、
1989 年に CERN からいわゆる proton spin puzzle 
が発表されるやスピン物理のコミュニティーは主
戦場を海外に求めることとなった。
　イオンビームについては、重陽子やアルファの
ビームも加速され、一次陽子ビームも含めて、核
物質の性質に関するいくつかの実験が行われた。
核物質の phase diagram に関する問題は、核物理
の基本問題である。ただ 80 年代後半からは海外で
は Quark Gluon Plasma (QGP) の観測が最大テー
マとなり、この分野の多くの研究者も CERN や 
BNL に研究の場を求めていった。
　しかし PS でもいくつかの面白い仕事があ
る。千葉順成氏らは重陽子やアルファビームで 
subthreshold の核標的からの反陽子生成を調べた。
　村上哲也氏らは陽子、重陽子による標的核の破
砕反応を系統的に測定し、核物質の液相気相の相
転移の研究で成果を上げた。延與秀人氏らは新設
ビームライン EP-1B で長期にわたる実験を行い、
陽子原子核反応からの φ 中間子生成を調べ、 φ 中
間子質量が核物質内で減少するという結果を報告
した。核物質中での chiral 対称性の部分的回復と
いう理論予想とも合致するもので大きな注目を集
めた。この問題は高エネルギー重イオン反応では
意外に難しいようで、J-PARC で研究が続けられて
いる。
　KEK-PS は世界のハドロン物理の進歩のなかで、
とりわけストレンジネス核物理を中心として成果
を上げ、ユニークな役割を担った。さらに特筆す
べきは多くの人材を育てたことである。今日の日
本の原子核や素粒子の高い研究水準の生みの親の
役割を果たしたのだとの思いを強く感じる。

図 2　 高エネルギーニュースの表紙をか
ざるラムファの発見．
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2.	PS	での実験回顧録（延與	秀人）

　　― 人間五十年、下天の内をくらぶれば、
　　　　　　　　　　　　　夢幻の如くなり ―

　2020 年 8 月 18 日 NHK-BS スペシャルとして
放送された「原子の力を開放せよ〜戦争に翻弄さ
れた核物理学者たち〜」をご覧になった方はどの
くらいいるだろうか？ KEK 支えた功労者の一人、
政池明さん1) の渾身の著書「荒勝文策と原子核物理
学の黎明」をドキュメンタリー化した番組である。
この最初と最後に堂々と登場するのが J-PARC E16 
実験のスペクトロメーターである。ナレーション
では「（京大における原子核研究の創始者であった）
荒勝たちの研究の成果は次の世代に受け継がれて
います」ということで京大准教授の成木恵さんが
クローズアップされていたが、成木さんだけでな
く、J-PARC センター長も、E16 の実験責任者も京
大出身、荒勝の末裔で政池の弟子であることを番
組製作者は知らなかったと思う。伝統は細部に宿っ
ているのである。

　2005 年に開催された KEK-PS 35 周年で寄稿した
拙文を読み返したところ、自分が代表者となって
行った PS-E325 の追試は不可能だろうと書いて
あったが、大間違いであった。私もそろそろ退職
であるが、四日市悟さん率いるこの E16 は私の孫
弟子にあたる世代の若者たちの手によって建設さ
れ 2020 年 6 月に最初のビームタイムを迎えた。こ
1)　 最初に政池さんに会ったのは 40年前の KEK で、出来たばかりのエ

アロジェルを見せてもらった。救いの神みたいな方で、創業間もな
い一の矢を助け、多くの (落ちこぼれそうな )学生を助けて来られ
た。私も京大で 10年一緒に仕事させてもらった。

の実験により強い相互作用のカイラル対称性が有
限密度下で回復することが実証されるであろう。
　さて、私が初めて KEK に行ったのは 1979 年だ
と思う。当時は、食事と言えば「( 今は無き ) うな
ぎ大番」か「割烹一の矢」しかなく、宿泊はゴル
フ場跡のレストハウスである。もちろん常磐高速
も無い。東京に車で戻ると、水戸街道は橋の前後
が必ず渋滞していて、アイスキャンディーを売り
に来ていた。何度か食べたが、えらく不味かった。
KEK に来ると、居場所は PS カウンターホールで
ある。TRISTAN 竣工前であるから、高エネルギー
屋がハドロン物理をやっていて、そこに原子核屋
が乗り込んできた時代である。最初の頃は、中井
浩二さんに率いられ πμ ビームラインで実験して
いた。政池さんの作った K2 ビームラインの上流に
薄いターゲットを挿入し K2 のパラサイトで実験を
やる。K2 のビームの調子が悪くなると高崎史彦さ
んが必ずやってきて、「なにか ( 悪いことを ) やっ
ていないか」と聞かれたものである。その当時 K2 
ビームラインでは偏極標的を用いてダイバリオン
探索をしていたのだが、その 10 年後には、同じ場
所で政池、今井両氏と一緒に H ダイバリオン実験
を始める事になるとは人生は分からない。当時の
実験企画調整室長は久寿米木朝雄さんで、へとへ
とになったビームタイムが終ると、構内放送で「こ
れをもってビームタイムを終了します。皆さんお
疲れ様でした」とねぎらってくれたのが妙に嬉し
かった。こういう良い伝統は守った方が良い。
　当時、中井さんから 2 つの重要な事を学んだ。
実験中、なにか工夫が必要になると「延與君、ナ
イトショッピングに行こか」と誘われ、カウンター
ホールを歩き回る。すると魔法のように必要な物
が見つかるのである。これは成熟した実験室の持
つ重要な機能だと思う。コライダー実験などの大
型実験ではこの手の手法が使えず、面白さがない。
もうひとつはフライスの使い方である。東大の 3
年生だったころ、小柴研の夏休み実験に参加し、
小柴昌俊さんから旋盤の使い方を教えてもらった。
そのことを中井さんに告げると、「じゃーフライス
は僕が教えてあげよう」と言うことになった。小柴・
中井に機械工作を学んだ事は私の実験屋としての
(密かな) 誇りになった。中井さんはさすがに阪大

図 3　 放送された�J-PARC�E16�スペクトロメーター私的には
この番組のもう一つの主役．
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出身だけあって、フライスのみならず、すべての
金工が上手である。阪大や名大出身者には必ずお
家芸があるという印象がある。名大のエマルジョ
ン、阪大の偏極など、天然記念物的な技術はどこ
かで必ず生きるので、各大学の伝統は大事にして
ほしい。
　こんなところに書くべきか迷うが、当時、KEK-
PS ではクレーンの誤操作でコンテナをずりずり引
きずってしまった筑波大の学生が研究室で自殺す
るという痛ましい出来事があった。この経緯が印
象的で、後日理研の主任研究員になって以来、「安
全はすべてに優先する。身を挺して測定器を守っ
ても美談にならない。身を守って逃げろ、何が起
こっても責任は私が取る」と言い続けている。皆
さんにも是非そうして欲しい。
　博士論文は π2 ビームラインの実験 E90 で書
いた。この実験では日本初の円筒型ドリフトチェ
ンバーを作った。博士課程に進んだばかりの学生
にこんな物の設計・製作を任せるのだから中井さ
んも無鉄砲である。最初の図面を当時、総主幹
だった尾崎敏さんに見せたら「ポンチ絵にもなっ
ていない」と酷評された。確かに、戻って考え直
してみると、電磁気学のイロハも分かっていない
ことがバレバレの図面であった。一念発起して猛
勉強したら次の図面は合格点をもらえた。尾崎さ
んが E90 の実行予算を工面してくれたことは後

に中井さんから聞いた。その後 BNL で RHIC を
やる時にも大変お世話になった。私が嘗て馬鹿
な学生だったことをご存知なのに、折々に手厚
いご援助を頂いた。尾崎さんは BNL の Multi-
Particle Spectrometer の建設で名をあげ、1981 年
に TRISTAN 建設の為に米国の家を売って帰国さ
れた。総主幹総スカンと揶揄された事もあったが、
私には第四の親父のような方である。1989 年には 
RHIC 建設の為に再渡米、元の家を買い戻したが
通算では儲かったそうだ。KEK にいた時の集まり
には必ず「これが安くてうまい佐渡屋のワインだ」
と持参してくれた尾崎さんは 2017 年に 88 歳でお
亡くなりになった。合掌。

　当時、KEK-PS で実験をやっていた学生はみんな
解析を共通大型計算機でやっていた。同じ部屋で
同じ計算機を使い、星になった番野善明さんが入
れてくれた Newlib エディターを使っていた2)。今
振り返ると、その部屋に居た連中はみんな偉くなっ
ている。名犬 KEK を一輪車に乗って率いていた山
中卓さんは K 稀崩壊で一家をなしたし、新粒子を
博士号で見つけ、その後自ら否定した谷森達さん
は今も昔も楽しく騒がしい。TRISTAN の建設用地
で車をひっくり返した岩崎雅彦さんとか、皆戦友
の気分がある。みんなそれなりに賢く、それなり
に馬鹿で、データの統計処理が分からなくなって
2)　 番野さんは、当時 KEK 計算センターの技官で、アマチュア天文

家でもあった。彼が導入した Newlib は DESY で開発された Line 
Editor の最高傑作である。我々が計算速度が遅く悩んでいるとコー
ドを調べ、キーになるところをアセンブラーで書き換えてくれた。
帰宅中の交通事故で亡くなった彼を忍んで友人のアマチュア天文家
たちが小惑星 (3394) を Banno と命名した。天文家としては番野欣
昭 (ヨシアキ )として知られる。

図 4　 1982 年頃，π 2�ラインにて．右から中井，佐々木，延與，
町田，徳宿，佐野，関本，永江．後の�KEK�素核研所長，
理研・仁科センター長，物理学会長，KEK� 計算科学
センター長，等々沢山の長を生みだした実験なので，
なにかに長じていたのに違いない．

図 5　 2013 年，瑞宝中綬章を受けた尾崎さんと奥様．KEK�
も�BNL� も，この方には足を向けて寝られない．May�
their�soul�be�with�us�all．
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は教えあう日々であった。ネットワークと計算機
の進歩で、このようなごった煮の環境がなくなっ
たのは悲しい。ごった煮で、一番ビックリしたの
は京大から来ていた学生さん達に対してである。
博士論文がいくら遅れても物ともしない風体だっ
た。聞いてみると、「だって実験が終わらないんだ
から仕方ないじゃない」と言い切る。すごい大学
だなーと感心したが、将来、自分自身が京大の教
官としてその雰囲気を更に助長する側に回ろうと
は、当時は夢想だにしなかった。
　E90 実験で博士論文を「1年遅れ」で仕上げた私
は CERN に行った。まさに上洛である。行ってみ
て分かったのだが、何も怖くないのである。なに
が起ころうと、KEK-PS で学んできたことで対処で
きない問題などなかった。むしろ大した仕事を任
せられることのない欧州の学生が気の毒になった
(これは米国でも同様である)。学生の分際で分不相
応な仕事を任せられるも、泣きながらやり切ると
いうのは、日本の加速器関連研究、特に KEK-PS 
実験の重要な特長であった。後述の E325 実験で博
士論文を書いた石野雅也君は、エアロジェル検出

器を作成したのだが、出来上がった測定器は筐体
カバーが無く、フォトマル光電面が外から見える
という体たらく。ビームタイムの最中、彼のシフ
ト中に泣きながら直した。石野君はその後 ATLAS 
に参加すべく CERN に行った。「延與さんから聞
いていたが、確かに何も怖くはなかった」と言っ
ていた。KEK-PS で修羅場を見た人間は強いのであ
る (で後に偉くなる)。
　CERN で 4 年間を過ごし 1989 年に京大に着任
した後は、またまた KEK-PS である。最初は政池
明さんや今井憲一さんらとともに K2 ビームライン
でいくつかの実験をやった。E224 実験の提案書を
改めてみるとその面子に驚く。当時の今井さんに
聞いた教育信念は「(なにもせんでも) 学生は化け
るんや」であった。化けなくても使える学生が揃っ
ている東大で育った私から見ると「化けないと使
えない」と思われた。この実験で H 粒子を探索し
て博士をとった伊藤好孝君は欧州ボケの私に「お
たく文化」を教えてくれたし、学会でいじめられ
た敵を討つべく、後にその大学の教授になった。H 
を見つけられずに頭を丸めた山下了君は、ILC を

図 6　E224 実験提案書．今，メンバーを見ると，凄い実験だったことが分かる．
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作れなかったらもう一度頭を丸めると思う。今井
さんの退官記念講演会を期に東大に 10 年、京大に
12 年いた私はその違いを考えなおしてみたらプロ
セスチーズとナチュラルチーズぐらいの違いがあ
ることに気づいた。平均値の東大、分散の京大な
のである。どちらが規格外の研究者を生み出しや
すいかは自明である。彼らが分散のどっち側にい
たのかは敢えて書かない。
　その後私は実験責任者として新しいスペクトロ
メータ建設をやった。KEK-PS の北カウンターホー
ルの一次ビームラインに 1996 年以来 2002 年まで
座りつづけたのが E325 (愛称はφ) である。立ち
上がり当初は笹尾 CP 実験の影で、その後は西川
ニュートリノ実験の影で、ゆっくりではあるが着
実にビームタイムを消化し、総計 447 シフトのビー
ムタイム3) を終えた。原子核屋が提案した単体の 
PS 実験としては最長である。
　この実験は原子核の中で崩壊するベクターメソ
ンを電子陽電子対で測ろうというものであった。
電子を測ろうとするとターゲットは厚くできない
ので薄くする。しかし電子対崩壊は頻度が低いの
で反応レートを稼ぐために 109/spill のビームを
突っ込んで 400 シフト走るという大仰な実験にな
る。結果としてベクターメソンが有限密度下で質
量変化を起こしていることの実験的証拠を得た。
こんな実験が出来たのは、共同利用実験費という

3)　 KEK-PS ビーム利用番付：横綱 E362（西川）POT 積算、大関 E162 
（笹尾）951シフト、西関脇 E135（稲垣）817 シフト、東関脇 E391a
（稲垣）688 シフト、西小結 E246（今里）594 シフト、東小結 E325 
（延與）447 シフト。

強いサポートと、京都大学の学生さん達の根性に
よるところが全てである。みんな責任者が青ざめ
るような失敗をしでかしながらも最後にはきちっ
と仕事をまとめてくれた。2006 年に結果を PRL 
に出しプレスリリースしたら、FOCUS に選ばれ、
主要新聞諸紙に沢山掲載された。これが冒頭の 
J-PARC E16 に繋がるわけである。
　この実験は自分の実験屋としての集大成だった
と思う。この実験と RHIC での偏極衝突実験の実
験提案書は両方 1993 年に書いた。どちらも良い
実験だったと思うが、これらが自ら書いた最後の
実験提案となっている。センター長とかやって忙
しかったからではない。2002 年に新幹線で移動
中に旋盤の師匠であった小柴さんのノーベル賞の
ニュースが車内掲示板に流れるのを見て、嬉しく
て涙が止まらなかった。同時に、次のプロポーザ
ルはノーベル賞を狙おうと心に決めたら書けなく
なったのである。次の世代の人たちは、是非、ノー
ベル賞を狙って欲しい。
　私の研究者としての基礎もその後の発展もすべ
て KEK-PS が与えてくれた。KEK50 周年を心から
祝福したい。

3.	PS	と一般化核力の研究
	 ―	KEK	50 周年に寄せて	―（岡	真）

　KEK-PS は 80 年代に始まったストレンジネス核
物理・ハイパー核物理の研究に大きな貢献をした。
その流れは大きな潮流となって、J-PARC 50 GeV 
加速器の建設、ハドロン実験へとつながって、30
年以上たった今も新しい原子核・ハドロン物理の
源泉となり続けている。実験と理論の強力な連携
関係も続いていて、最近は格子 QCD との緊密な共
同研究へと進展している。ストレンジネスの何が
面白かったのか、どのように研究が進んできたの
か、を理論の観点から思い出してみた。
　個人的な話になるが、私はチャーモニウム ( J/ψ)
の発見の興奮冷めやらない 1975 年に大学院に進学
し、有馬 ( 朗人 ) 研に所属した4)。修士論文では、

4)　 この原稿を書き終えてから、有馬先生の訃報に接した。急なことで
たいへん驚くとともに、まだまだお元気で、最近も教育・科学行政
への貴重な助言などをいただいていたので非常に残念だ。ご冥福を
お祈りいたします。

図 7　 東大学生と京大学生の違い．（今井憲一教授退官記念
研究会での拙稿より）．
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久保寺国晴先生の指導で原子核の弱相互作用にお
ける第 2 種カレント ( 核内で生じる G －パリティ
を破るベータ崩壊の効果 ) の研究をしたが、そこ
で核子間のメソン交換の理論を始め、当時トレン
ドになりつつあった「中間エネルギー核物理」に
興味を持った。現在はハドロン物理と呼ばれてい
る、原子核と素粒子の融合領域の研究が注目を集
めて、PANIC 国際会議シリーズが始まったころで
ある。東大は矢崎紘一先生が日本へ戻って来られ
て、原子核とパイオンの相互作用、核内の交換流
やΔ共鳴の寄与などの新しい分野の研究の中心と
なり、外国人の来訪も多く常に新しいテーマが紹
介されるエキサイティングな環境だった。博士課
程へ進んで、宮沢弘成先生の提案で、核子をクォー
クの束縛状態として、核力を計算する研究を始め
た。当時、核子のクォーク模型による記述が具体
性を帯びたところで、1974 年の MIT バッグ模型、
1975 年の De Rujura- Georgi-Glashow のグルーオ
ン交換ポテンシャル模型に続いて、1977 年には、
ポテンシャル模型をバリオンの励起状態に適用し
た Isgur-Karl 模型が出た。これを使って、核力
の計算をするのが私の博士論文のプロジェクトに
なって、矢崎先生との共同研究によって 1979 年に
クォーククラスター模型として結実した。
　KEK-PS の「中間エネルギー核物理」への利用の
話は、私が大学院生だった 70 年代後半に議論が始
まったと記憶している。最初はパルスビームでで
きる物理はなにかあるか、というような議論だっ
たが、CERN で Povh 先生 (Heidelberg) の主導で、 
(K, π) 反応によるハイパー核の実験が始まると、
一気にハイパー核物理への流れが強まった。特に、

 の p 軌道準位測定から、Λ と核子 (N) のスピ
ン軌道相互作用が核子間に比べて小さいことが大
きな話題になっていた。Jaffe によるストレンジネ
ス –2 の H ダイバリオンの予言が 1977 年に出版さ
れて、6 個のクォークが束縛したダイバリオンの探
索が本格化した。
　80 年代には、原子核がクォークからできている
ことは何を見ればわかるのかという素朴な問いか
ら始まって、基本原理である QCD からどうすれば
原子核が作れるかという大きな目標へと研究の流
れが進んでいく。我々のバリオン間力のクォーク模

型計算は、(ud) クォークの部分では、核力の短距
離斥力の起源の解明や ΔΔ (I=0, J=3) ダイバリオ
ン状態の予言で始まったが、清水清孝さんらの協力
も得て、ストレンジクォークを含む SU(3) のハイ
ペロン (Y) へと拡張された。ΔΔ共鳴は、原子核
研究所の釜江常好先生の実験でその可能性がある
状態が見えていたが、最近になって、d* 共鳴とし
て確認された。メソン交換に基礎を置く Nijmegen 
ポテンシャル模型では、YN 間のメソン交換力が短
距離では強い引力を与えるので、核力と同様の短
距離斥力があると仮定しないと 2 バリオン系が潰
れてしまう。バリオンのクォーク構造から YN・YY 
間の一般化された核力の短距離斥力の起源を説明
する試みから、ハドロン多体系におけるクォークの
ダイナミクスの研究へと視点が広がっていった。
　80年代の KEK-PS でのハイパー核研究は、ブルッ
クヘブン国立研究所 (BNL) の K ビーム実験と相補
する形で、静止 K– 反応や (π+, K+) 反応などでユ
ニークさを出して大きな成果を挙げた。ハイパー
核の生成やスペクトルの研究によって、2 体散乱
が困難な YN 間相互作用の情報、特にスピン依存
性を取り出す研究が進んできた。私自身はアメリ
カに 8 年ほどいて、ちょうど下田でハイパー核の
国際会議が開かれる 1991 年に日本に帰って東工大
に着任した。下田の国際会議には理論、実験とも
に日本のハイパー核研究の成果が凝集されていて、
熱気にあふれていた。ハイパー核の国際会議はそ
の後も 3 年ごとに行われていて、日本でも何回か
開催されている。どの会議も日本の参加者、発表
者が多くこの分野で世界のトップを走り続けてい
ることがよく分かる結果となっている。
　その頃、KEK の中井浩二先生、家入正治さんら
によって、シンチレーションファイバーをアク
ティブターゲットとして用いる YN の直接散乱実
験 (E251, E289, E452) が提案された。それまでの
泡箱実験で得られたごく少数の散乱断面積や角度
分布のデータを増やし、さらにはスピン依存量も
測定することで、核力同様に YN 間力の詳細を実
験的に決めることが目標だった。日本へ帰ってき
てすぐ、中井さんに声をかけられて実験グループ
主催のワークショップなどに出かけるようになっ
たが、韓国雪岳山 (Mt. Sorak) で行われた日韓合同
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のワークショップが印象に残っている ( 図 8)。現
状で YN 相互作用は主に軽いハイパー核の分光実
験からの情報が主となっているが、2 体の散乱実験
は核内の 3 体力を含む多体効果を排除することが
できる唯一の方法であり、その価値は非常に高い。
寿命の短いハイペロンをビームとする散乱実験は
難度の高い実験であろうが、地道に実現してほし
い。この実験は J-PARC にも引き継がれて、今年
データ収集を行った J-PARC E40 実験では、ΣN 
散乱データの充実が期待されている。
　H ダイバリオンの探索においても、KEK-PS の
果たした役割は大きい。今井憲一先生らによる 
H ダイバリオン探索は様々な手法で行われてきた
が、いまだに発見に至っていない。しかし、同時
に行われたダブルハイパー核の探索実験 (E176) で
発見されたダブルハイパー核の束縛エネルギーか
ら、当初の理論で予想された ΛΛ のしきい値から
大きく束縛した H ダイバリオンの存在がはっきり
否定されたことで、H ダイバリオン探索は ΛΛ と 

NΞ のしきい値の間へとシフトして、その後も続
けられた。H の探索はまもなく行われる J-PARC 
E42 実験へと引き継がれている。
　東工大では、竹内幸子さんや井上貴史君、佐々
木健志君らの学生とハイパー核の非中間子弱崩壊
における YN 間の短距離力の効果の研究を始めた。
終状態の中性子と陽子の比がパイオン交換模型に
よる計算結果と全く合わないことが重要な話題で
あり、クォーク交換力の寄与などを調べた。KEK-
PS でもいくつかの弱崩壊実験が行われて、非中間
子崩壊の陽子の非対称度の測定 (E278) や陽子や中
性子のスペクトル測定 (E462, E508) が行われた。
結果として、ΛN 間の K 中間子交換や 3 個のバリ
オン (ΛN N) が関与する崩壊過程の重要性が明ら
かになり、実験と理論の不一致はほぼ解決された。
この過程で、理論面でもイタリア、スペイン、ア
メリカなどの研究者との横のつながりが強くなり、
その後ペンタクォークの発見も契機になって国際
共同研究が加速した。

図 8　Mt.�Sorak�Workshop 参加者の有志による雪岳山（韓国）ハイキングにて．
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　KEK-PS でのハイパー核、ストレンジネス核物理
の実験は、理論計算をする我々にとっても非常に
重要なデータや方向性を与えるもので、私自身は
それまであまり聞くことのなかった（あるいは興味
が薄かった）実験の詳細を知ることとなった。1994
年から陽子加速器共同利用実験審査委員を務めた
が、これは中井先生からは「理論家の教育のため」
に人選したのだと言われた。(“slow extraction” な
どという言葉は実は PAC の委員になるまで知らな
かった。) その後、素核研の運営協議会の委員など
も務めさせていただいて、KEK-PS や J-PARC が目
指す物理課題を多く学ばせていただき、それが自
分の理論研究の方向にも大きく影響を与えてきた。
　一般化された核力の問題は、中性子星の核物質
の状態方程式にも重要な役割を果たす。特に、21
世紀になってから見つかった重い中性子星の存在
は、中性子星におけるハイペロンの役割を大きく
制限している。ハイペロンパズルと呼ばれるこの
問題は、いまだに解決していないが、その鍵の一
つが ΛN と ΣN の相互作用および、さらに Λ, Σ 
を含む三体力の詳細である。最近は格子 QCD を用
いた相互作用の計算も進み、実験でアクセスでき
ない相互作用を計算科学で補完するアプローチが
可能となりつつある。では、実験は不要かという
とそうではなく、まずは計算と実験がどの程度の
精度で一致するのかを確かめることが不可欠であ
る。J-PARC のハドロンホール実験に引き継がれた
ハイパー核、ストレンジネス核物理の実験は、ま
さにそのための貴重なデータを提供し続けている。
はからずも、定年少し前から、J-PARC のハドロン
ホールの最大ユーザの 1 つである JAEA の先端基
礎研究センターのハドロン原子核物理研究グルー
プの運営に関与することとなり、2018 年からはセ
ンターに勤務することになったが、今後も KEK-PS 
から引き継いだ物理遺産を最大化すべく、J-PARC 
センターを後援していきたいと思っている。
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PS 後期 ニュートリノ
1.	概要（中村	健蔵）
　KEK-to-Kamioka を意味するK2K実験（図 1）は、
カミオカンデが兆候を掴み、スーパーカミオカン
デ (SK) が発見した大気ニュートリノ振動を加速
器ニュートリノビームで検証することを目的とし
て、KEK と東京大学宇宙線研究所 (ICRR) の共同
ホストにより実施された「世界初の長基線ニュー
トリノ振動実験」である。のみならず日本初の加
速器ニュートリノビームラインの建設で数多くの
本邦初演の要素もあり、担当者の並々ならぬ努力
の賜により実現できたものである。勿論、実験チー
ムとビームチャネルスタッフだけではなく、PS の
ビーム強度増強に取り組んで頂いた山根功主幹以
下の PS スタッフ、土壌の放射化計算とニュートリ
ノビームラインの承認申請に尽力していただいた
近藤健次郎センター長 (当時) 以下の放射線安全管
理センタースタッフ、その他 KEK を挙げての協力
がなければ到底成功は望めなかった。

　K2K 実験の構想は代表を務めた西川公一郎さ
んによるものである。カミオカンデの測定した
ニュートリノ振動を示唆する大気ニュートリノ異
常 (ミューニュートリノ  の不足) の報告 [Phys. 
Lett. B 205 (1988) 416 および 280 (1992) 146] に
より、1991 年頃には加速器ニュートリノビームを
用いてこれを検証しようとする長基線ニュートリ
ノ振動実験の機運が、特に米国で高まっていた。
日本では大型ハドロン計画でニュートリノ実験を
担当すべく帰国した東大原子核研究所の西川さん
が、KEK-PS から建設が始まったばかりの SK への
長基線ニュートリノ振動実験の可能性を唱え、
1993 年には ICRR の梶田隆章さん、KEK 加速器
の佐藤皓さんと川久保忠通さんも加わり、KEK-
PS でのニュートリノビームの技術的可能性を検討

し KEK 所長 (当時) の菅原寛孝さんと、SKのリー
ダー戸塚洋二さんに売り込んだ [ICRR-297;INS-
991;KEK-Preprint-93-55 (1993)]。
　カミオカンデが 1994 年に発表した数 GeV 領域
における  と  (電子ニュートリノ) の比の天頂
角分布 [Phys. Lett. B 335 (1994) 237] はニュート
リノ振動の特徴的な様相を示しており、そのプレ
プリントを見た菅原さんが、会議か研究会で KEK 
を訪れていた私に「これは KEK - 神岡の長基線
ニュートリノ振動実験をやらなくてはならないで
すな」と言われたことを覚えている。そして菅原
さんの決断により世界に先駆けて K2K 実験が実現
したが、そのため、当時 KEK から宇宙線研究所に
移って SK の建設に従事していた私は、完成 1年前
の 1995 年 4 月に KEK に戻ることになった。物理
研究部の実験企画調整室長という立場で、与えら
れた最大のミッションは西川さんが代表者として
1995 年 2 月に PS-PAC に提案し、条件付き採択と
なり、後に K2K 実験と呼ばれるようになった E362 
の実現、つまり条件とされたニュートリノビーム
ラインを完成させることであった。KEK に戻るに
当たっては、利益相反になりかねない K2K 実験グ
ループに所属することを菅原所長と岩田正義物理
研究部総主幹に認めて頂いていたが、進行中の PS 
実験プログラムと K2K 実験の実現というミッショ
ンの両立には悩みも多かった。実験企画調整担当
の実務者として各実験グループへの実験費とマシ
ンタイム配分を担当してくれた千葉順成さん、さ
らに K2K 実験終了までに千葉さんの後任を務めて
頂いた吉村喜男さん、家入正治さんには大変なご
苦労をおかけしてしまった。また、K2K 実験と同
時期に進行していた各実験のチームには非常に窮
屈な思いをさせたことも大変申し訳なかった。
　ニュートリノビームラインの建設もニュートリ
ノ振動実験の物理解析も多くのエピソードがある
が、そのほんの一部が次ページ以下に紹介されて
いる。KEK に戻った当初の私の最大の悩みは
ニュートリノビームラインの建設予算が皆無だっ
たことであるが、ここではそれがどのようにして
解決されたのかについてだけ触れておきたい。長
大なニュートリノビームライン (図 2) には 86 台と
いう大量の電磁石が必要で、TRISTAN からの転

図 1　K2K�実験の概念図．
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用 40 台、既存の電磁石 17 台を使っても、残りは
新規製作しなくてはならず、新設の電磁石電源等
と概算要求以外に手の無い土木建設費とを併せて
ざっと 50 億円という話だった。電磁石と電源、電
磁ホーン製作の経費については文部省に申し出て
半年か 1 年 PS を止め、浮いてくる運転経費を充
てることを考えてはどうか、というような話が出
ていた。ここで SLAC から 15 台が貸与されること
になり、さらに文部省からこのプロジェクトのた
めに平成 8 〜 10 年度の 3 年間、卓越した研究拠点
(COE) の研究の一層の高度化を図る支援経費が配
分され、遂に建設が進むことになった。なお、大
型陽子ダンプ部にも TRISTAN の磁石をダンプ鉄
として使って経費節減を図り、測定器も既存品を
転用するなど KEK 全体としての協力があったこと
を強調しておきたい。PS を止めることは避けられ、
これは PS 実験全体にとって幸いだった。
　K2K 実験は当初から大規模な国際共同実験で
あった。まず SK の建設に参加していたアメリカ
チーム (中にはカリフォルニア大学の客員の形で
少数ながらポーランドからの参加者も含まれてい
た) が参加を表明した。続いて韓国から、最初に全
南国立大学校チームが加わり、その後参加機関が
徐々に増えていった。
　K2K 実験の全期間中、忘れがたい思い出は数多
いが、スペースの関係で2つだけ挙げておく。まず、
第一は SK での first event が測定されるまでの焦燥
感に満ちた日々のことである。その顛末の詳細は
物理成果の部分で述べられるが、積算ビーム強度
から予測される event がなかなか起きず、GPS 測
量まで疑われ、菅原所長命令で伝統的測量法によ
るチェックまで行うことになった。
　試練という意味ではそれを遙かに超える SK の光

電子増倍管破損事故が 2001 年 11 月 12 日に発生
した。これで K2K 実験も終わりかと暗澹たる思い
に沈んだのも束の間、戸塚さんが SK、K2K の全メ
ンバーを奮い立たせる大号令、「半数の光電子増倍
管で 1 年以内に SK を再建し K2K を再開する」を
発した。西川さんもそれを支持する声明を出した。
そして宇宙線研神岡スタッフの献身的働きと SK、
K2K 全メンバーにボランティアも加わったシフト
体制、政府からの再建経費の支援により SK 再建が
現実のものとなった。
　SK の事故以前を K2K-I、以後を K2K-II と称す
る。不可能とも思えた SK 再建が戸塚声明通り成し
遂げられたことは、かえって世界のニュートリノ
研究者の信頼を獲得することとなり、ヨーロッパ、
ロシア、カナダからの参加者を加え K2K-II はより
国際性を強めた (図 3)。それが今日の T2K 実験に
引継がれている。

2.	ニュートリノビームライン
	 （ビームチャネルグループ）
2-1.	序（高崎	稔）
　西川公一郎さんから「神岡にニュートリノビー
ムを飛ばしていただきたい」と申し込まれたのは
いつのことだったか。これまでビームチャネルグ
ループは一次陽子ビームラインの他、二次ビーム
ラインとして、パイオン、ケイオン、ミュオン、
ラムダ、中性子、電子などのビームラインのほか、
改造、分岐ラインの建設等ユーザーの要望に叶う
20 本以上のビームラインの建設をやってきた。今
回のニュートリノビームラインの初期の設計仕様
は文献 [High Energy News 14 巻、7 号 (1995 年
10 月)、および KEK ニュース (1998 年 1 月)] を参
照していただきたい。ここでは新しいチャレンジ
3件を紹介する。

図 2　ニュートリノビームライン．

図 3　K2K-II 実験には 10 ヵ国から研究者が参加した．
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2-2.	CERN、FNAL	との交流など（田中	万博）
　つくばで初めてニュートリノビームラインを作
ろう！という事になった時、なんといっても我が
国で初めての試みであり、うまく作れる自信は全
く無かった。論文などでいろいろと調べるのだが、
皆目見当がつかず、困った。特にニュートリノ
ビーム生成の核心ともいうべき、電磁ホーンとそ
の電源に関しては、我が国を代表するメーカーの
機械や電気の専門家に聞いてみても「ううむ」と
うなるばかりだった。そこで世界でニュートリノ
ビームを作って実験している CERN と FNAL に
行って、どういうものなのか見せてもらうことに
した。当時 CERN は 400 GeV の SPS を使って
ニュートリノを Gran Sasso 地下実験所まで撃っ
て、タウニュートリノのリアルな出現を見ようと
す る CNGS (CERN Neutrinos to Gran Sasso) 計
画を、FNAL では 120 GeV の Main Injector を
つかってニュートリノを Soudan 鉱山地下実験所
まで撃とうという NuMI (Neutrinos at the Main 
Injector) 計画を準備中であった。我々はつくばで 
12 GeV-PS を使って、SK にニュートリノを撃つわ
けである。
　そこでまず、いろいろと伝手を頼って、CNGS 
並びに NuMI の実際の建設グループに、「どんなふ
うに何を作っているのか見せてくれないか？」と
いうあつかましいお願いをした。CERN も FNAL 
も KEK とは長い付き合いがある研究所なので、二
つ返事で OK してくれたのだが、そこで悩んだ
のが旅費である。当時、海外渡航の経費はいかな 
KEK といえども潤沢ではなかった。それに、私が
ひとりで行って向こうの現場を見ても、無駄であ
ることはあきらかであり、なんといっても我が方
のものつくりの主力である若い助教 (当時の呼称は
助手) クラスと、技術職員たちをできる限り大人
数で現地に送らねばならない。そこで粒粒辛苦の
上、科研費の海外学術研究をもらい、その上で被
派遣者を「いろいろな事情で」教員から技術職員
に振り替える、という手法で、若手の助教や技術
職員らを CERN、FNAL に送った。当時、科研費
で技術職員を海外に送るには、有形無形のたくさ
んの障害があったのである。そのうえで私自身も
行って、現場の細かい様子をああでもない、こう

でもない、あれは何、これはどうする？といろい
ろと質問し、教えてもらった。CERN も FNAL も、
KEK から若手の教員や技術職員が、短期とはいえ
何度も何度も足を運んでくるのを見て、「こいつ
らやっぱり本気でニュートリノビームをつくろう
としている」と信じてくれた。その結果、文字通
り、微に入り、細を穿った知識と、経験を、余す
ところなく我々に教えてくれた。この「協力」と
いうか「指導」が無ければ、K2K 実験が成功する
ことなど、まずあり得なかったと思う。この時の 
CERN 側の建設責任者である Konrad Elsener 博
士、Malika Meddahi 博士、FNAL 側の建設責任
者である Jim Hylen 博士、Sam Childress 博士と
は未だにいろいろと連絡を取り合う関係が続いて
いる。
　K2K が CNGS や NuMI に比べて早く実験を
開始できた理由は、ひとつにはすでに SK という
立派な遠方検出器を完成形で保有していたことで
あるが、他方では我々の加速器が、エネルギーで 
12 GeV、ビームパワーでも高々数 kW と、CERN 
や FNAL の加速器に比べて、エネルギーでもビー
ムパワーでも一桁以上低く、それゆえビームのハ
ンドリングが容易だったからである。彼我の実力
差は、東西の両横綱にたいする新入りの序二段力
士のようなものだったと思っている。決して我々
が優れていたわけではない。にも拘わらず、我々
が彼らに少しだけ先んじて長基線振動実験を開始
できた時、FNAL と CERN の諸君らは、それを
大いに喜び、かつその祝福のために「KEK で長基
線振動実験に関する国際会議を始める」名誉を与
えてくれた。この会議は 1999 年の 7 月 26 日から
29 日にかけて、KEK の夏祭りとスケジュールを
重ねて開催した。この会 (International Workshop 
on Neutrino Beam Instrumentation, NBI) はその
後 FNAL、CERN と持ち回りで開催され、今日ま
で続いていることは、私にとっても大いなる喜び
であり、名誉である。さらに言えば、この会の特
色、あるいはモットーである『一つの輝かしい勝
利を語るのではなく、それに至る百の失敗を報告
すること』は、研究における物つくりの神髄である。
これこそがまさに、我々が CERN、FNAL で学ん
できたことであると言えよう。失敗を語ることを

PS 後期 ニュートリノ
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奨励するため、この会議では Proceedings を作ら
ず、ただ発表に用いたファイルをアーカイブして
おくことにしている。
　今日、我々にはビームパワーが 1 MW を超え
ようとする J-PARC 加速器をドライバーとする
ニュートリノ源と、SK の 8.4 倍の有効体積をも
つハイパーカミオカンデを有する、世界最強の
「ニュートリノ大国」となる展望が開けている。国
際協力は常にキャッチボールであるので、我々の
積み上げてきた知識や経験は、我々に続く人々、
チーム、に惜しみなく伝えていければと思う。

2-3.	電磁ホーンの製作（山野井	豊）
　電磁ホーンの原理はいろいろなところに書かれ
ているので詳細 [KEK Internal 2009-4] は省くが、
K2K で使用したホーンは前述の CERN や FNAL 
のホーンと大きく異なる点がある。それは二次
粒子標的とホーン導体が一体であることである。
CERN では二次粒子標的への入射陽子エネルギー
が 400 GeV、FNAL でも 120 GeV であり、二次粒
子も勢い前方に飛び出してくる。我らの PS ではエ
ネルギーは前者と比べると 12 GeV と低く、生成
される二次粒子も大きな広がりを持っている。そ
のため取りこぼさずにこれらを利用するには標的
の周囲をぐるりと捕獲磁場で覆うことになるのだ
が、これが非常にむずかしい。1992 年 11 月、ビー
ムライン建設のためのニュートリノ検討会が開催
された。実験の実現可能性を話し合う集まりでホー
ンは絶対必要となった。その後、西川先生、修士
課程の学生だった宮本伸一君と私とでホーンの光
学設計を行った。最終的に標的を導体で覆うなら、
標的本体とホーン導体を一体にした方が良いとい
う結論になった。ホーン導体と一緒ということで
標的もアルミニウム合金で作られ、光学設計にし
たがい 250 kA のパルス電流を流すことになる。同
時に導体自身の内部も二次粒子を前方端へ誘導す
る役割も果たすことができる。
　ここで車の両輪とも言えるのが、ホーン用のパ
ルス電源である。これは鈴木善尋さんを中心に開
発がすすめられた。ピーク電流が大きいことから
コンデンサー放電とトランスによる大電流への変
換方式となった。もちろん電源メーカーもほとん

ど作ったことがなく、特にパルス変圧器の製作は、
鈴木さんが構造の設計や使用部品の選定まですべ
て行い、嫌がるトランスメーカーに頼み込んで、
いわゆる「製造仕様」で作ってもらった。
　この検討段階から実際の製作、運転に至る過程で
の CERN や FNAL の視察は、当時、技官としての
渡航手続きも大変であったが、ヨーロッパの近代科
学を生んだ伝統を知ることが出来たし、アメリカ人
の一から作るフロンティア精神を見せてもらった。
　ビームラインに設置されたホーンに関連する機
器は、運転開始まもなく、故障が続く結果となっ
た。当時、104 回以上の高サイクル疲労に対する詰
めが甘く、始めは電源とトランスを結ぶケーブル、
ホーンの位置を SK との一直線上に微調整するため
に設置された銅線の可動導体などが疲労破壊を起
こした。故障は導体関連が多く、パルス電流によ
る繰り返しの電磁力が加工硬化を引き起こしたも
のだった。
　一番の特徴である標的兼ホーン導体は冷却水を
スプレーで吹き付けて冷却していたため、一番気
を使っていたが、冷却水ポンプが停止すると一気
に温度上昇して融け落ちてしまった。運転電流を 
250 kA で設計することは CERN、FNAL のホーン
電流がそれぞれ 150 kA、200 kA であったことを考
えるとやり過ぎでもあった。
　この間の経験から、一つの部品に複数の役目を
負わせると、事故はそこから始まることが多いと
いう設計工学の常識も学んだ。なお、故障の修理・
交換作業を大勢の方々に手伝っていただき、深く
感謝いたします。

2-4.	長基線	GPS	測量（野海	博之）
　K2K 実験のニュートリノビームの主成分は、
12 GeV 陽子ビームを標的に当て発生した荷電パ
イ(π)中間子が崩壊した三次粒子ビームである。
ニュートリノの方向は π ビームの方向で決まる。
標的位置から 200 m 先に設けた検出器 (ミュオン
(µ) モニター) で π の崩壊に伴う µ 粒子の分布を
測定して、ビームの方向をリアルタイムで推定し
た。ビームを 250 km 先の SK に合わせる「照準
点」を µ モニター上に「刻印」するため、標的と
SK の相対位置を測量する必要があった。そのため、
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中村健蔵実験企画調整室長 (当時) とともにつくば
の国土地理院を訪ね助言を求めた。当時、三角点
による測量網には場所によって十数メートルにも
なる歪みがあり、国土地理院は米国の衛星システ
ムを利用した Global Positioning System (GPS) に
よる基準点整備を進めていることを学んだ。カー
ナビなど GPS の民生利用が始まりだしたころで、
土木建設業界でも GPS 受信機による測量が始まっ
た時期であった。GPS 測量なら標的と SK の相対
位置を直接測量できる。中村室長の紹介でハザマ
組技術研究所の協力を得て GPS 測量を実施した。
KEK 内に 2点、神岡町 (現飛騨市)に 3点、それぞ
れ長基線 GPS 測量用の一次基準点を設け、一次基
準点からローカルな GPS 測量を行いニュートリノ
ビームライン周辺や神岡鉱山坑口に複数の二次基
準点を定めた。さらに、二次基準点からは通常の
トラバース測量を行って、標的と SK の位置を共通
の座標系に落とし、µ モニター上にビームの照準点
を定めた。長基線測量では、精度を上げるために
何時間にもわたって衛星から送られるデータを受
信し続ける必要があり、神岡とつくばに分かれて
シフトを組み連絡を取りながら測定中に異常がな
いか監視した。長基線測量のデータ解析は地球を
回転楕円体でモデル化した WGS84 座標系で行わ
れた。解析方法を学ぶためにハザマの黒台昌弘さ
んと一緒につくばの防災科学技術研究所が主催し
ていた講習会に参加した。地球の座標系は、世界
に設置された超長基線電波干渉計 (VLBI) でクェー
サーからの電波を観測して構築された測量網によ
り維持管理されていることを知った。一連の測量
を統合して、標的と SK の相対位置を 20 万分の１
の精度で測定した。これを基に「照準点」の位置
は1万分の1を切る精度で求めた。こうして 250 ㎞ 
に及ぶビームラインは「整列」された。詳細は文
献 [Nucl. Instrum. Methods A 398 (1997) 399、お
よびTrans. Nucl. Sci. 51 (2004) 2245] にまとめた。
　1999 年 2 月にニュートリノビームラインのコ
ミッショニングが始まった後、途中、停止期間を
挟んだが、SK での最初のイベント観測の知らせは
6 月まで待たされることになった。この間、なか
なか観測されない理由として測量が疑われ、釈明
や検証もさせられたが、測量精度には強固な自信

があった。観測の知らせとともに喧騒は収まった。
この仕事に関われたことに感謝している。

2-5.	結び（高崎	稔）
　ニュートリノビームラインの設計を始めるとき
はビームチャネルの総員は 9 名だった。運転終了
時にはグループ総員は 15 名になった。2005 年に
撮った集合写真 (図 4) を添える。

3.	前置検出器
	 （伊藤	好孝、小林	隆、中家	剛、作田	誠）
3-1.	K2K-I	期
　K2K の基本的な実験手法は、KEK で発生した
ミューニュートリノの数とエネルギー分布を、発
生点 (KEK) の前置検出器と 250 km 離れた SK 検
出器で測定し、2 つを比べることである。そのた
めにニュートリノが水標的中の酸素原子核内の中
性子と反応する準弾性反応 (νμ+ n →μ－+ p 、以
下 QE と略) を検出することでニュートリノエネル
ギー Eν を測定する。
　1995 年当初の前置検出器の設計方針は以下で
あった。① 検出時に QE 反応を他の非弾性反応と
区別できる。② 反応時のミュー粒子の Eµ と角度 θµ 
を測定し Eν を得る。③ 将来の  振動探索
のために  ビーム中の  の混合比を測る。④ SK 
標的である酸素の QE 反応は原子核効果が予想さ
れるため、標的は SK と同じく「水」とする。
　前置検出器は、標的＋電磁ホーンから 300 m 下
流に位置し、役割を分担する 2 つの検出器とする
ことになった。１つ目は、1 kton 水チェレンコ
フ検出器 (1KT、直径 10.8 m、高さ 10.8 m) であ

図 4　ビームチャネルグループ （2005 年撮影）．

PS 後期 ニュートリノ
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る。SK 検出器と同じ水標的、水チェレンコフ検出
技術と解析方法を用いる前置検出器が必要であり、
ICRR で鈴木洋一郎さんの下、伊藤と三浦真さん
による検討が始まった。2 つ目の細粒検出器 (Fine 
Grain Detector、 FGD) は、ニュートリノ反応に関
する①〜③などの詳細な情報を得て、1KT のニュー
トリノ反応同定能力を補強する役目であった。こ
の設計は西川公一郎さんの下、作田が担当した。
限られた予算内で 1996 年初めから 1998 年の 3 年
間で前置検出器を建設、ビーム発射予定の 1999 年
初めにデータ収集開始が課題であった。
　1KT は KEK-PS での水チェレンコフのビームテ
スト実験 E261a で使用したタンクを転用し、内水
槽に SK と同じ 20 インチ PMT を 70 cm 間隔で
680 本並べた。上流から来るビーム起源の中性子を
止めるため、外水槽はビーム上流側側面と底面の
み設けた。
　図 5 は実験ホールと K2K-I 前置検出器の写真で
ある。1KT 下流の FGD 検出器 (K2K-I) は実際は
5 つの検出器群から成る。まず、最初は、1KT で
発生した荷電粒子を排除するシンチレーションカ
ウンター (VETO)、2 つ目は 19 層の水標的 (総重
量 6 トン) を挟む縦横共に 2.6 m、20 層のシンチ
レーションファイバー (SciFi) 飛跡検出器である。
SciFi の各層は直径 0.7 mm のファイバーを２層俵

積みのシート状に整形し、2 枚のシートをハニカム
パネルの両面に直交する方向に接着して作り、水
以外の物質量を極力減らした。3 番目にはデータ
収集のトリガー信号用のシンチレーションカウン
ター (Trigger) が続く。4 番目には生成された  
ビーム中に混入する  の測定用に 600 本の鉛ガラ
ス検出器 (LG) が置かれた。最後の 5番目に縦横共
に約 7.5 m、12 層の鉄板 864 トンとドリフトチェ
ンバーの組合せのミュー粒子飛程検出器 (Muon 
Range Detector、MRD) が置かれた。SciFi 以外は
トリスタン実験の検出器の再利用である。再利用
とは言え、VETO/Trigger、LG、MRD は、トリス
タン実験から取り外し、故障の修理、読出回路の
準備と較正が必要であった。
　一方、前置検出器の上流でもニュートリノビー
ムをモニターするため、電磁ホーンの直後でパイ
中間子の角度と運動量を測定するパイオンモニ
ター (PIMON)、及び、崩壊トンネル後のミュー粒
子の空間分布を測定するミュー粒子モニター
(MUMON) が設置された。
　実験開始までにこれらの開発・建設作業を行っ
た各検出器の責任者および担当者は、実験ホール
(中村健蔵)、1KT (ICRR・伊藤好孝、三浦真、中
山祥英他、米国カルフォルニア大・峰俊一他)、SciFi 
(作田誠他、神戸大・岩下大器他、米国、韓国)、
VETO/Trigger (大山雄一、新潟大、韓国)、LG (小
林隆、阪大・吉田誠他)、MRD(石井孝信、椎野二
男、京大・稲垣隆宏他)、データ収集系 (小林隆、
ICRR・早戸良成)、検出器シミュレーション / ソフ
トウェア (石田卓)、 MUMON/PIMON (西川公一
郎、東北大・丸山和純、長谷川琢哉、京大)であった。
　前置検出器の設置については、1998 年 5 月に実
験ホールが完成、同年6月に高山で開催され、ニュー
トリノ振動発見の報があったニュートリノ 98 国際
会議の後、6 月に LG と MRD、7 月 1KT、11 月
VETO/Trigger/SciFi と進行した。その前年、1KT 
のタンクは元々あった北カウンターホール脇から
実験ホールまで自走台車に載って移設された。移
動当日は多くの見物客が KEK に集まり、歩く速度
で動くタンクをお供して行列ができた。設置後は、
1999 年 3 月のビーム発射直前まで各検出器の調整
作業が行われた。

図 5　�実験ホールに設置された K2K-I 前置検
出器．
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3-2.	K2K-II	期：検出器の高度化−	SciBar	検出器
　実験開始直後、前置検出器における測定には
約 10% の誤差がついていた。1KT は小型のため高
エネルギーニュートリノに感度が落ちること、SciFi 
は水標的部で陽子が不感となるため 2飛跡 (µ-p) の 
QE 事象の感度が低い、ということが分かってき
た。対策として、これらの検出器を補完し、ニュー
トリノ反応の測定精度を向上させる目的で SciBar 
検出器が新たに考案された。SciBar は全体積を荷
電粒子に対して感度のあるシンチレータで構成し、
それを細分化して読み出すことで高い飛跡構成能
力を持つ。さらに、粒子のエネルギー損失を精度
良く測定し、 陽子と π 中間子の識別を可能とした。
当初は、安価なシンチレータが必要で液体シンチ
レータから開発を始めたが、フェルミ研の抽出型
シンチレータを採用した。
　SciBar の建設は、アイデアが 2000 年後半、完成
が 2003 年という超特急で進んだ。SciBar の完成に
は、建設を監督した京都大学の市川温子さん、田
中真伸さんが率いる KEK のエレキグループ、およ
び優秀な大学院生達によるところが大きい。また、
SciBar は K2K-II の目玉ということで、新たにイタ
リア、スペインの研究者も建設に加わった。図6は 
K2K-II 前置検出器の概略図である。

3-3.	検出器まとめ
　1999年 3月 (K2K-I)からデータ収集が始まると、
1KT では直ぐにニュートリノ反応からのチェレン
コフリングが検出された。FGD でも QE 反応らし
いニュートリノ反応が検出された。また、SK 事故
後の K2K-II 実験開始時 (2002 年 12 月) にも、直
ぐにデータ収集ができた。

　次に、前置検出器の成果に関して述べておく。
1KT は、史上初めての長基線ニュートリノ振動実
験で、遠方の後置検出器 SK との水標的同志の事象
数の比較を与えた。最後まで頭を悩ませた 1KT の
ニュートリノ反応位置再構成の系統誤差は、京大
の学生達が導入した「Cosmic Ray Pipe」を使い、
宇宙線 μ 粒子による検証で大きく改善された。一
方、ニュートリノ反応での π0 生成 [Phys. Lett. B 
619 (2005) 255] や陽子崩壊のバックグランドとな
る µπ0 生成など、SK 独自の物理解析に重要な知見
を与える測定も 1KT によって初めて行われた。
　FGD は、ニュートリノエネルギー分布に関する
情報だけでなく、LG と SciBar が共に  ビーム中
の  混合比 1.6% を測定し、計算値を確認した。
また、MRD は 1KT、SciFi、SciBar からの µ 粒子
だけでなく、鉄板内でのニュートリノ反応による 
µ 粒子も測定し、ニュートリノビームが ± 1 mr の
角度精度で SK 方向を向いていることを監視する役
割を果たした。
　以上のように、K2K 前置検出器は所期の目標
を達成したが、さらに、SciFi と MRD、SciBar 
と MRD それぞれの組み合わせによるニュートリ
ノと原子核の反応断面積に関する測定も行われた
[Phys. Rev. D 74 (2006) 052002 および Phys. Rev. 
Lett. 95 (2005) 252301]。ニュートリノと原子核の
反応断面積はシミュレーションや系統誤差の評価
に重要で、T2K 実験では K2K で得た知見を活かし
て前置検出器に工夫をこらし精力的に測定されて
いる。

4.	解析と実験成果
	 （伊藤	好孝、小林	隆、中家	剛）
4-1.	250	km	先のニュートリノ反応を予想する
　世界初の長基線加速器ニュートリノ実験におい
て、250 km 離れた SK でのニュートリノ反応を如
何に予測するかは実験の鍵である。当時、シミュ
レーションだけで予想するとニュートリノ反応数
に±50% の誤差がついている状況にあった (± 50% 
の誤差ではニュートリノ振動の測定は不可能であ
る)。ニュートリノビームの発生源である π 中間
子の運動量分布のデータが圧倒的に不足していた。
このために、K2K では、前置検出器でニュートリ

図 6　K2K-II 前置検出器．
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ノ反応数とそのエネルギースペクトルを測定し、
それを規格化情報として遠方の後置検出器に外挿
する手法を採用した。後置と前置の検出器で予想
されるニュートリノフラックスの比を Far/Near 比
と呼ぶ。ハドロン生成の不定性を Far/Near 比で相
殺することで、上記の ± 50% の不定性を 10% 以
下に落とせるものと予想していた。この Far/Near 
比も実験データで確認するという方針で、PIMON 
で π 中間子の運動量分布を直接測定した。さらに、
ハドロン生成の測定を行うために、K2K-II に参加
してきたヨーロッパの研究者と共に、K2K のレプ
リカ標的を使って 12 GeV 陽子による π 中間子生
成反応を測定する CERN での HARP 実験にも参
加した (京大・加藤一成 他)。

4-2.	SK	における	First	Event
　K2K 実験では、SK でのニュートリノ事象に 
GPS 時刻の情報をつけ、KEK からのビーム射出時
間のイベントを切り出して解析する。その責任者
は金行健治さんだった。ニュートリノビームのラ
ンが始まった 1999 年前半、特にビーム強度をあげ
た 6 月から、神岡では最初の K2K イベントを待ち
続けた。ところが、待てど暮らせどイベントが現
れなかった。やきもきしている間、6 月 9 日に非常
にきれいな 1 リング事象が観測されたが、期待さ
れるニュートリノ到着時刻より 120 マイクロ秒ず
れており、しかも電子ニュートリノ事象に見えた。
GPS 時刻のオフセットが正しいか、何度もチェッ
クしたが間違いは見つからなかった。そして、
1999 年 6 月 19 日、遂に最初のビームイベントが
観測された(図7)。低エネルギーの2リング事象で、
記念すべき K2K の first event としては地味なイベ
ントだった。ビーム到着時刻との時間差は 2 マイ
クロ秒だった。結局、実験開始以来 1999 年 6 月ま
での全ビーム量で予想されていた SK でのニュート
リノ反応数は、ニュートリノ振動が起きない場合
の予想値 5.5 ± 1.5 に対し、観測数が 1であった。
　その後も、SK できれいな 1 リングイベントが出
るまではしばらく待たなければならなかった。こ
れはニュートリノ振動を見ていた (ミューニュート
リノが減っていた)からであるとも言える。
　最終的に GPS 時刻のオフセットは、KEK と SK 

の間で原子時計を使って検証された。国立天文台
水沢から可搬型の原子時計を借りて、KEK から神
岡まで車で運び、250 km 離れた地点で時計合わせ
を行い、二つの GPS 時刻は 355 ナノ秒以内で正し
いことが確認された (ICRR 山田秀衛)。

4-3.	ニュートリノ振動解析
1999 ～ 2001 年
　初期のニュートリノ振動の探索は、SK で観測
したニュートリノ反応の数が Far/Near 比を使っ
た前置検出器での観測数からの予想値と一致し
ているかどうかを調べ、ニュートリノ振動の兆候
(ミューニュートリノの減少) が見えているか否か
を検証した。実験初期にもっとも難しかったのは、
Far/Near 比の予測の信頼性をどのように保証する
かと、前置検出器での観測の信頼性の確認であった
と思う。実際に、PIMON には電子と陽電子の大量
のバックグラウンド、1KT にはニュートリノ反応
のバーテックス (反応点) 分布の歪みと有効体積の
定義、SciFi には飛跡の再構成効率等の問題があり、
また、なかなか見えない SK でのビームイベント等、
様々な課題を抱えていた。最初の論文 [Phys. Lett. 
B 511 (2001) 178–184] で報告した SK での観測数
は 28 事象であり、ニュートリノ振動が無い場合の
予想値 37.8+3.5-3.8 よりも少なかった。この有意
度を向上させるためには、予想の精密化とニュート
リノ振動の特徴であるエネルギースペクトルの歪み
を確認する「振動解析」が必要であった。

図 7　K2K�実験の�First�Event．
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2001 ～ 2002 年
　最初の振動解析の結果は、SK の事故が起こる前
に取得した 4.8×1019 POT (2 次粒子生成標的に照
射された陽子数、Protons on Target) のデータを
使って、2002 年に発表した。この解析が、その後
の K2K 実験の解析のベースとなり、さらにその後
の長基線ニュートリノ実験の振動解析の雛形とも
なった。この振動解析は、(1) 前置検出器での測定、
(2) SK での測定、(3) Far/Near 比、(4) これら全
ての情報を組み合わせて振動パラメータを測定す
る、の 4 つのパートからなる。解析のアクティビ
ティは SK の事故で (すなわち、SK を再建し K2K 
実験を再開するには重要な物理結果が必要という
当事者の思いで) 加速される形となり、2002 年の
6 月にミュンヘンで開かれたニュートリノ国際会議
で西川さんがこの最初の振動解析の結果を発表し
た。この時の解析で、ニュートリノ振動の特徴で
あるニュートリノ事象数の減少とスペクトルの歪
みが見えている。結果は、ニュートリノ振動が無
いと仮定した場合に SK の観測値を説明できる確率
は 1% 以下であった。この結果を取りまとめた論
文 [Phys. Rev. Lett. 90 (2003) 041801] の引用数は
2020 年 8 月時点で 1,225 であり、大変重要な結果
となった。
　解析をしていたときの様子を少し紹介する。
2002 年は、昼間は SK の復旧作業 (坑内で作業)、
夕方から振動解析ミーティング、夜に振動解析の
コード実行等、朝早くから夜遅くまでよく働いて
いた。神岡で、中家と小林が戸塚さんの部屋に呼
ばれ頻繁に酒を飲んでいたのもこの頃で、戸塚さ
んから色々な話を聞いて、研究者として成長する
のに役に立った。
2003 ～ 2006 年
　K2K 実験では、最初のニュートリノ振動の結果
よりさらに統計が必要なことは自明であった。ま
た、より精度を向上させるためには、系統誤差
をさらに抑える必要があった。統計の改善には、
2003-2004 年のデータを追加することで、K2K 
実験のプロポーザルにあった 1020 POT に近い 
0.92×1020 POT を解析に使用した (加速器から出
た総数は 1.05×1020 POT)。Far/Near 比の改善は、
CERN での HARP 実験のハドロン生成の結果を使

うことで系統誤差 2% を達成した。前置検出器の測
定も、1KT、 SciFi、 SciBar+MRD の結果を組み合
わせることで、最終的に 5% レベルを達成すること
ができた。
　全データの解析では、SK での観測数 112 事象に
対して、ニュートリノ振動が無いと仮定した場合
の予想値は 158.1+9.2-8.6 で、有意にミューニュー
トリノの減少を観測した。エネルギースペクトル
の解析でもニュートリノ振動特有の歪みを観測し、
大気ニュートリノで発見されたニュートリノ振動
を加速器ニュートリノビームによって 4.3σ (振
動無しを仮定した場合にデータを説明できる確率
0.0015%) の有意度で追認することができた。
　K2K 実験の最終結果として得られた振動パラ
メータの許容領域を図 8 に示す [Phys. Rev. D 74  
(2006) 072003]。

5.	おわりに
　2004年の終わり頃に電磁ホーンが故障したため、
K2K 実験の最後は突然訪れた。当初は 2005 年度
も実験を予定していたが、電磁ホーンの修理が間
に合わず、ニュートリノビームラインの電磁石は 
J-PARC で再利用される予定であったため、日本で
の加速器ニュートリノ研究は J-PARC へとバトン
が渡された。

図 8　�K2K�実験の最終結果．パラメータの意味や数値に
ついては，上記の論文を参照．

PS 後期 ニュートリノ
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500 MeV ブースター 
シンクロトロンを用いた研究
1.	［ユニークな学際利用］ブースター利用施設
	 （池田	進）
　KEK ブースターシンクロトロン (500 MeV-PS)
の学際利用の歴史 (1980 〜 2006 年) は、鮮やかに
躍動する色彩に富んでいる。そこは、学際利用へ
広く開いた柔軟な機能を持ち、「中性子」「中間子」
「医学」などの研究分野を一堂に集わせ、異なる分
野の経験と知識の融合の大いなる実験場とし、次々
と参加してくる若い研究者が新領域に臨む高揚感
や互いに切瑳琢磨する緊張感、それらが入り交じっ
た躍動する時間と空間を実現させていた。
　この学際利用開始前夜の動きは、多くの諸先生・
諸先輩が残された記事や報告書 [1] で振り返ること
ができる。1970 年代中期、原子核分野、中性子分野、
医学分野などが、500 MeV-PS の利用を個別に検討
していた。その中で、西川哲治先生 (当時、KEK 所長)
の肝いりで、「ブースター利用計画専門委員会」(1976
〜 1977 年) が立ち上がり、分野間調整が進められ、
主リング実験のパラサイト利用として、利用内容と
運営方式が決められた。そして、KEK 中性子散乱
実験施設 KENS の建設 (1977 年)、東大理・中間子
科学実験施設分室の建設 (1978 年)、筑波大・粒子
線医科学センターの建設 (1980年)などが始まった。
また、ブースター利用施設 (Booster Synchrotron 
Utilization Facility : BSF、初代施設長：佐々木寛)
が設立され (1978 年 4 月)、三つの学際利用の調整
と促進を行うことになったのである (図 1)。

　500 MeV-PS を用いた学際利用研究の立ち上げは
素早い。1980 年 6 月 18 日に「中性子」、1980 年 7
月 16 日に「中間子」、1982 年 6 月に「医学」が開
始された。爾来、BSF は、極めてユニークな学際
利用施設として世界的に高く評価され、世界第一
級の研究成果を生み続け、「中性子」、「中間子」、「医
学」の分野の革新に貢献した [2-3]。
　この成功により、欧米諸国は陽子強度が数 10 〜
数 100 倍以上に達する大規模なパルス状の中性子
と中間子の実験施設建設を急速に進めた。BSF でも
1990年頃の実現を目指して、パラサイト利用ではな
い「中性子」・「中間子」専用の大強度加速器を持
つ GEMINI 計画 (800 MeV、500 μA、50 Hz) を
検討した [4]。それは、JHP 計画、JHF 計画から、
J-PARC 計画の実現に繋がっていく。
　「医学」もまた、500 MeV-PS の医学利用での実
績を踏まえて、筑波大学附属病院に併設して専用
陽子加速器の建設を進め、2001 年、陽子線治療専
用施設を整備して陽子線治療を開始した。その後、
2020 年の現在まで、500 MeV-PS 利用で培った治
療技術・手法を進展させ、最新の陽子線治療の確立・
普及に、大きな貢献をしてきている。
　なお、2006 年 3 月、500 MeV-PS はビーム供給
を停止し、BSF での「中性子」と「中間子」の大
学共同利用実験研究は停止した。KEKは、急遽、「海
外の施設を利用した大学共同利用研究」(2006 〜 
2008 年度) を立ち上げ「中性子」と「中間子」の
大学共同利用の活力と若い人材を海外で間断なく
高度化させ J-PARC に引き継いだ。

図 1　�KEK ブースター利用施設レイアウト（1980 年代初期）．左端に KEK ブースターシンクロトロン，右端に中間子・中性子・
医学の三つの施設．
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2.	[ 中性子 ] 中性子科学研究施設	KENS
	 （池田	進、古坂	道弘、神山	崇）
　KENS は、熱中性子源と冷中性子源を併せ持つ
世界初の実用パルス・スポレーション中性子源施
設として世界の注目のもと、1980 年 6 月、パルス
中性子実験を開始し、25 年を越えて世界をリード
する研究成果を出し続け、2006 年 3 月、稼働を停
止した施設である (図 2)。
　施設には、合計 13 本の中性子ビームライン (熱
中性子ビームライン 9 本、冷中性子ビームライン 4
本) があり、極めて新しいアイデアと技術を持った
総計 24 台の中性子実験装置が、交代・更新を繰り
返して、中性子ビームラインに次々と設置された。
そこには、常に「開発と革新」があった。
　この長い活動の歴史については、2007 年発行の

「The KENS」[1] で、36 名の KENS 関係者・利用
者によって、施設全般 (KENS 開設前夜、500 MeV 
陽子ビームライン、中性子源、利用体制)、実験装
置 (装置性能、研究成果)、デバイス開発、日英協
力 (日英中性子散乱研究協力事業)、日米協力、将
来計画 (JHF 計画、J-PARC 計画)、施設からの提
言など、広く詳細に報告されている。また、その
巻頭言では、鈴木謙爾先生が、KENS の創造的求
心力と参加した研究者の高い志に基づく『KENS 
文化』が開花していたと評されている。
　それから 10 年を超える年月を経た現在 (2020
年)、これ以上の広さと詳細さと正確さを持った多
くの情報を改めて集めることは難しい。ここでは、
学生時代から KENS に参加し、KENS 職員となっ
て、KENS の小角散乱、粉末構造解析をそれぞれ
担当した古坂と神山が、当時夢見た J-PARC 中性
子施設が稼働する現在の視点で、『KENS 文化』を
振り返る。また、2000 〜 2010 年は、KENS が 
J-PARC へ新展開する期間で、多くの戦略が企画・
実施された。これについては、池田が付記する。
2-1.	KENS	の歴史～	特に、世界初の
	 パルス中性子小角散乱装置
　科学の歴史において 50 年というのは想像を絶す
る時間の長さである。はじめは PC すら無かった時
代に、陽子加速器を使った世界で初めての本格的
な中性子利用施設を建設し、中性子研究を刷新し
たのが KENS である。

図 2　�中性子実験装置レイアウト（1996 年の冷中性子実験棟増設後）．赤字は熱中性子ビー
ムライン，青字は冷中性子ビームラインに設置された装置名である．

500 MeV ブースターシンクロトロンを用いた研究 
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　加速器中性子源に関して、日本は常にその道の
最先端を切り拓いてきた。その原点は木村一治先
生が東北大核理学研究所の 300 MeV 電子リニアッ
クを用いてパルス中性子源を立ち上げ、世界初の
粉末結晶構造解析を行なったことである。この時
から、陽子加速器を用いた中性子源開発が始まっ
たが、そこには木村一治先生、渡辺昇先生とアル
ゴンヌ国立研究所の Jack Carpenter 氏の密接な協
力関係があった。それは、かたや 1980 年に世界
で初めての本格的加速器中性子施設である KENS、
そして現在の J-PARC につながる流れを作り出し、
かたや Zing-P、-P' のテストを経て Intense Pulsed 
Neutron Source (IPNS) の建設、 SNS へとつな
がっていく。
　中性子研究の歴史を振り返って見ると、1940 〜
1960 年代は、物性物理学の基礎の時代であった。
1970 年代になると化学、特に高分子、ミセル・エ
マルジョンの構造、構造生物学、アモルファス・
液体など応用研究の時代が続く。そして現代は産
業応用まで広がり、創薬・環境・材料などへの発展、
量子デバイス・輸送・エネルギー関連産業への展
開が図られている。
　KENS の実現に当たって渡辺先生と一緒に指導
的立場に立ったのが、東北大学理学部の石川義和
先生であった。当時の石川先生の頭の中には幾つ
かの研究戦略があったように思う。一つはストー
ナー励起などの高エネルギー磁気励起を偏極中性
子を使って測定したいという夢であった。そのた
めには高エネルギーまで測定できる三軸分光器相
当の分光器が必要で、解析アームが多数ついた 
MAX となった。さらに、それと偏極中性子を組み
合わせたいということで、eV 領域の中性子偏極を
目指して、水素原子核を使った動的核偏極装置の
開発を偏極熱外中性子実験装置 PEN で行うことと
なった。それは原子核・素粒子分野の研究者と
の共同研究へと発展し、中性子共鳴吸収によって 
CPT の破れを見つける原子核・素粒子研究などを
確立していくこととなる。
　もう一つは、ソフトマターや構造生物学の分野
である。KENS が立ち上がる前後、ヨーロッパで
は結晶構造、磁性体の研究だけでなく、中性子小
角散乱装置が建設され、高分子、ミセル・エマルジョ

ンなどのソフトマター研究が盛んに行われ、タン
パク質の構造研究へと展開しつつあった。構造生
物学を研究する拠点も立ち上がっていた。しかし、
日本にはまともな中性子小角散乱装置も無く、ソ
フトマターや構造生物学の分野で中性子を使おう
と考えている研究者は少ない時代であった。この
時代背景が、世界で初めてのパルス中性子小角散
乱装置 (SAN) の建設という先進的プロジェクトを
選択させた。
　小角散乱装置 SAN を含め、中性子分光器 LAM、
偏極冷中性子装置 TOP に不可欠なパルス冷中性子
源は、電子加速器を用いた冷中性子源を世界に先
駆けて開発していた北大の井上和彦先生の協力を
えて、石川・池田が、陽子加速器用の高性能冷中
性子源を KENS で実現した (図 3)。
　検出器に関しては、Reuter-Stokes 社製の 1/2 イ
ンチ直径、筒型の位置敏感型 3He ガス検出器を 43
本敷きつめる方式であった。検出器の回路は東大
の計測研の長谷川賢一先生に教えを乞い、古坂が
プロトタイプを作って対応することとなった。こ
れがその後の大面積ピクセル検出器として大きく
成長し、粉末結晶解析装置 (VEGA、SIRIUS) の、
当時としては破格の大面積ピクセル型検出器へと
発展していく。形を変えて ISIS の MARI チョッ
パー型分光器を経て J-PARC の多くの装置に採用
されていくことになる。

図 3　�KENS 冷中性子実験室棟内部の写真．左側の冷中性子
ビームラインから順に，VEGA と EZO,�SIRIUS,�LAM-
80ET,�SWAN（SAN の後継装置）である．なお，LAM-40
と WINK は，VEGA と EZO の前方に，PORE は SWAN の
前方に設置されている．
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　ソフトマターに関しても日本大学理工学部の栗
田公夫先生のグループが積極的に小角散乱の研究
に参加、interaction parameter といった基礎的な
量の測定から始まった。さらにこの分野の研究会
が KEK を中心として多数行われ、高分子学会での
中性子分野の立ち上げなどがあり、その後の日本
のソフトマターの中性子利用の輪が広がっていっ
た。構造生物学に関しても、DNA-Histone の複合
体の溶液散乱にチャレンジし、その構造変化を捉
えようとする試みを皮切りに、タンパク質溶液散
乱研究の基礎が築かれた。
　パルス中性子小角散乱装置は広い Q 領域を一挙
に測定できるというところにその利点がある。広
角まで検出器があれば、長波長を使って Q の比較
的大きい領域まで一挙に測定することが可能であ
る。それを究極まで追求したのが実験装置 SWAN 
と WINK である。後者は、Q は約 0.1 nm-1 〜
100 nm-1 という世界でも例を見ない装置であった。
　WINK を使ったアルツハイマー、パーキンソン病
などのタンパク質に関わる非常にユニークな研究を
主導したのが内藤幸雄先生である[2]。アルツハイ
マー、パーキンソンなどの脳の病気の原因は関連の
タンパク質の異常な凝集にあると主張されていた。
水溶液中ではタンパク質はバラバラにあるわけでは
なく、モノマーが二つ凝集してダイマー構造、さら
にオリゴマーなど高次構造を作っていたりする。そ
のオリゴマー状態が、一番毒性が高いと言われてい
た。内藤先生は国立精神・神経センター、順天堂大
学のパーキンソン病の医者、中性子散乱の専門家な
どのネットワークを構築した。そしてパーキンソン病
になりやすい家系の人からのタンパク質、逆になり
にくい家系の人のもの、普通のものの三種類のタン
パク質を大量に作成し、水溶液散乱を行なった。そ
の結果、それぞれはダイマーを作り、しかもその形
状がそれぞれで異なっていることが明らかになった
(図 4)。内藤先生が病気に倒れられ、このプロジェク
トが止まってしまったのは本当に残念でたまらない。
　振り返ってみると、KENS の歴史は、先達たち
の持っていた「こうしたい、こうあるべき」といっ
た将来への展望が、多くの人を巻き込みながら多
くの成果を作り上げてきた歴史となっているので
はないだろうか。

2-2.	KENS	粉末構造解析装置
　中性子回折装置 HRP は、日本で最初の高分解
能粉末中性子回折装置 (最高分解能 Δd/d = 0.3%)
として 1984 年に設置された (渡辺昇、浅野肇)。
HRP は 3He ガス検出器 12 本を持つだけの簡単な
装置であったが、1987 年 3 月に起きた高温超伝導
体 YBa2Cu3O7 の構造決定レースでは、西川哲治
KEK 所長 (当時) の決断で加速器を臨時運転し構造
解明を成功させた (図 5)。
　その後の高温超伝導フィーバーでは多くの酸化
物超伝導体の室温構造決定に貢献し、パルス中性
子粉末回折の名を上げることに繋がった。
　一方、強度的には世界トップとの差は 50 倍に達
していたため、分解能を落とさずに検出器立体角
を増大させる方策として世界初の位置敏感型 3He 
ガス検出器を用いた高分解能粉末回折装置 VEGA 
を開発し、超伝導フィーバーが一段落した 1993 年
に HRP と入れ替えた。
　さらに飛行距離を 40 m に延ばし分解能をさら
に向上させたのが文部省 COE プロジェクトとして
採択された SIRIUS (神山崇) である。この装置は 
3 m2 の巨大な検出器と世界ではじめて 30 m にも
及ぶスーパーミラーガイド管を採用し、50 倍の差
をはねのけて世界第 2 位の分解能を実現し、アル
ゴンヌ国立研の Jorgensen から state of art powder 
diffractometer と呼ばれた。VEGA や SIRIUS で
は、酸化物超伝導体や強相関物質に加えマルチ
フェロイック物質、リチウムイオン電池材料、水
素貯蔵材料等と対象を広げ、その場引張り応力下
での残留応力測定やパリ・エジンバラセルを用い

図 4　�UCHL-1 タンパク質水溶液中での形態変化を Wink で
測定した結果．二量体であり，Wild�type に比較し，パー
キンソン病になりやすいヒト由来のタンパク質はよ
り扁平な形状をしていると結論された．
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た 10 GPa での高圧回折実験等も実施したことが 
J-PARC に繋がった。SIRIUS は J-PARC に設置さ
れた材料構造解析装置 iMARERIA (石垣徹、星川
晃範、神山崇)、超高分解能回折装置 SuperHRPD 
(神山崇、鳥居周輝) のプロトタイプとなり、蓄電
池研究用の特殊環境回折装置 SPICA (米村雅雄、
森一広、神山崇)、工学回折装置 TAKUMI (ステ
ファヌス・ハルヨ、相澤一也) や高圧下回折装置 
PLANET (服部高典、鍵裕之)に発展している。
　HRP に比べ強度で数百倍から数千倍、分解能で
一桁上回るラインアップをそろえた J-PARC。真価
が発揮されるのはこれからであり新たな歴史を作
り上げていって欲しいと願っている。
2-3.	『KENS	文化』の新展開
　2000 年前後 〜 KENS ビーム利用停止 (2006 年)
〜 KENS 海外大学共同利用〜そして J-PARC 利用
開始まで、それは中性子科学にとってエポックメ
イキングな期間であった。ILL 研究所原子炉 (1970
年代) 以降、世界の中性子強度は殆ど増加せず、中

性子科学飛躍の足かせとなっていた。この懸案を
解決する 1 MW 級大型パルス中性子源が、日本 
J-PARC 計画、米国 SNS 計画、欧州 ESS 計画と
して世界の 3 か所で、ほとんど同時期に建設され
つつあったのである。それは、中性子科学におけ
る厳しい世界的競争「日米欧三中性子施設の鼎立」
に備える時でもあった。
　このため、この期間は、KENS 施設で目指した
研究の完結・総括と同時に、新時代に向けた中性子
科学の高度化と新分野開拓、これを可能とするパ
ルス中性子技術の革新や若い人材の継続的な育成、
日米欧三中性子施設鼎立に対する新しい国際協力
の構築を推進する時期でもあった。また、J-PARC 
の KEK 中性子実験装置の建設経費が非常に少な
いなかで KEK 装置をいかに建設するか、JAEA と
の共同運営のなかで大学共同利用をいかに行うか、
という大問題を解く時期でもあった。KENS 職員
や国内外の中性子研究者の協力・支援の下に、先
頭となって、これらに立ち向かった。それだけに
思い出多い時期である。
　先ず、2000 年から日韓中性子研究会を開始し、
インドネシアからシニア研究者や若手研究者を招
聘する等、アジア・オセアニア各国との研究者交流
を進め、日米欧三中性子施設の鼎立時代に、我が
国に期待される「アジア・オセアニア諸国を含め
た国際協力の構築」を目指した。
　2004 年には、KENS を中心に我国の多くの中性
子研究者が参加した学術創成研究 (2004 〜 2008
年)[3] を推進し、KENS が世界をリードしている
表面・界面 (薄膜の相分離構造や脱濡れ過程)、グ
リーンマテリアル (電池材料)、非一様系 (フラクト
ン検証)、水素結合系 (水・氷、水素吸蔵合金)、強
相関物質 (高温超伝導体) についての中性子研究を
深化させ、研究の高度化を図った。また、医学へ
の応用 (白内障やパーキンソン病・アルツハイマー
病研究) や考古学への応用 (火縄銃の製法や縄文土
器中の結晶性) 等の新しい分野での中性子研究を
開始し、新時代に必要な革新的な中性子要素技術
(各種チョッパー、3He 偏極子、集光曲面ミラー、
高計数率検出器 MSGC、DAQ ミドルウェア導入 
NEUNET、新データハンドリング、最新構造解析
技術)も実現させた。

図 5　�KENS が世界で初めて，新しい高温超伝導体の結晶構
造を決定したことを報じた新聞記事（科学新聞� 昭和
62 年（1987 年）4 月 10 日（金），タイトル：新しい
超電導物質結晶構造決める）．
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　2006 年、KENS 施設は停止した。それは、我国
のパルス中性子研究、新技術開発、人材育成が停滞
することを意味した。このため、世界のパルス中
性子施設(英国 ISIS、米国 IPNS、米国 LANSCE)に、
「海外の施設を利用した大学共同利用研究」(2006
〜 2008 年度、KENS 版「ノアの方舟計画」) への
協力・支援を呼びかけ、我国のパルス中性子研究
と若手育成の間断のない継続を図った。
　2008年前後 3年間では、講演会シリーズ「J-PARC 
への招待」を沖縄から北海道までの大学で開催し
て、新しい加速器科学時代の到来を周知し、大学
との連携拡大を目指した。2007 〜 2010 年には、
多様な研究機関が存在するつくばの特徴を活かし
て、加速器科学と多様な科学分野 (数学、地球、歴史、
農業、生物、土木、建築、医学)との異分野交流「つ
くばスパイラル / 対話シリーズ」により、つくば
での新分野開拓を行った (テーマ：「コンクリート」、
「食品」、「考古学」、「地球」、「昆虫」、「透視」、「小
型加速器」、「数学と構造」)。
　これらの研究高度化、新分野開拓、要素技術革新、
継続的な若手研究者育成、国際協力拡大、大学との
連携拡大の戦略をもとに、多くの外部資金獲得や大
学との装置の共同建設などを実現させ、旧 KENS 
装置のパーツも最大限利用して、J-PARC に 8 台の
革新的な KENS 装置実現の道を拓いた [4]。それ
は、『KENS 文化』の新展開の確かな証であった。
　今、振り返ってみると、『KENS 文化』の新展開、
そこには、若い世代も一緒になって自由・闊達に、「開
発と革新」をワクワクと推進する姿があった。この

若い世代を伴って新天地に飛翔した『KENS 文化』
が、さらに発展することを祈ります。また、KENS 
の建設、運営、そして『KENS 文化』の新展開に、
お力添えをいただいた皆様に御礼申し上げます。

参考文献
[1]  KEK 陽子加速器の軌跡〜中性子・ミュオン，

p. 1-232, 高エネルギー加速器研究機構，2007 年 3
月 31 日発行，発行者：池田進，西山楠生，ISBN 
9784990193638.

[2]  S. Naito, et al., Biochem Bioph Res Co 339 (2), p. 
717-725 (2006).

[3]  パルス中性子源を活用した量子機能発現機構に関
する融合研究，代表：池田進，2004-2008 年．

[4]  NOP, VIN ROSE, SuperHRPD, SPICA, HRC, 
SOFIA, NOVA, POLANO.

3.	［中間子］	MSL	パルスミュオン施設
	 （三宅	康博）
　山崎敏光氏、永嶺謙忠氏の尽力により、PS 陽子
シンクロトロン加速器のブースター・シンクロト
ロンから得られる 500 MeV 陽子ビームを用いてパ
イオン並びにミュオンを発生させ、物質研究や原
子核素粒子の研究に用いる為のプラットフォーム、
所謂、東京大学理学部附属実験施設・中間子実験
施設が 1978 年に発足した。1980 年には、飛行中
のパイオンをミュオンに崩壊させる為の、大型超
伝導ソレノイドを用いたミュオンビームチャンネ
ルが稼働開始され、世界的でも初めて、つくばの
地にパルス状ミュオンビームが誕生した。

図 6　�（左）中間子科学実験室レイアウト（第 2 実験室増設後），（右）第 1 実験室のミュオンビームチャネルソレノイド．
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　1981 年 11 月には、国際シンポジウム「中間子
を用いた基礎科学の研究」、1983 年 4 月には、下
田において、山田コンファレンス「第 2 回ミュオ
ンスピン回転国際会議」を開催、1986 年 9 月には、
本郷キャンパスで「ミュオン触媒核融合国際会議」
を主催 (理化学研究所と共催) し、急速に進歩して
いるこの分野の国際交流を図り、国際的なミュオ
ン科学研究の足場を構築した。
　1988 年 4 月には、中間子科学実験施設を改組し、
東京大学理学部附属中間子科学研究センターに生
まれ変わった。1989 年 4 月には、特別設備費 「ミュ
オン実験装置」が 2年計画で認められ、超低速ミュ
オンファシリティ、所謂、中間子第 2 実験建屋の
建設が始まり、1994 年 7 月には、世界で初めて、
超低速ミュオン発生に成功した(図6)。1995年9月、
中間子科学研究センター「外部評価委員会」の開
催を経て、1996 年 4 月には、集大成として、「ミュ
オンスピン回転・緩和・共鳴国際会議」を日光で
理化学研究所と共催した。1997 年 4 月には、東京
大学中間子科学研究センターを完結した。引き続
き、高エネルギー物理学研究所、東京大学原子核
研究所とともに、高エネルギー加速器研究機構に
移行し、共同利用実験を開始した。
　高エネルギー加速器研究機構に移行した後、
2001 年 4 月には、理化学研究所と共同で、「ミュ
オン触媒核融合国際会議 (μCF01)」を開催し、原
子分子研究、原子核素粒子とエネルギー生産を結
びつける可能性を秘めた新しい研究分野での礎を
築いた。2002 年 1 月には、大立体角軸収束超伝導
表面ミュオンチャネル (大オメガ) が完成した。中
間子科学施設における代表的な研究例を紹介する。
3-1. μSR	研究
　μSR 研究での代表的な研究は、門野良典氏等に
よるミュオンの量子拡散に関わる研究があげられ
る。ミュオンが水素原子よりも 1/9 と小さい質量
を持つことから拡散などにおいて量子的効果が顕
著に現れることが予想される。当時の最も純粋な
銅金属試料を用いたゼロ磁場緩和の温度依存性の
測定が、3He-4He の希釈冷凍機を用いた超低温ま
で行われた。動的な久保・鳥谷部関数を用いて得
られたミュオンの拡散の温度変化は 60 K で最も遅
くなり、これより高温側では熱活性型の温度変化

を示して急激に増加している。一方、低温側でも
拡散が T の -0.6 乗で増大し 0.3 K 以下でほぼ一定
となっていた。この実験事実を解釈するために近
藤淳氏や山田耕作氏によって「ミュオンと相互作
用する伝導電子の非断熱的挙動」を導入した理論
が発表され、以後のミュオンや水素の拡散研究に
大きなインパクトをもたらした。
3-2.	半導体研究
　一方、半導体中のミュオンおよびミュオニウムの
状態は、シリコンやゲルマニウムでは古くから研究
されてきた。このような半導体では、水素がその電
気伝導性を抑制することがミュオニウムの電子状態
を調べることで明らかになっていた。一方、酸化亜
鉛、二酸化チタン等においては水素が浅いドナーと
なり、そのころ原因がよくわからなかった n 型電
気伝導性の起源となるのではないかとの理論予想が
2000年に提唱された。この予想を検証するため同年
つくばの施設において μSR 実験を行い、広がっ
た電子を持つミュオニウム (浅いドナー準位を形成)
が発見された (図 7)。この研究は、半導体中の水素
の存在が n 型の特性を生じさせていることを下村
浩一郎氏等が初めて実験的に明らかにした μSR 研
究のハイライトの一つである。その後窒化ガリウム
など様々な半導体・酸化物等で類似の状態が見つ
かっており、現在も精力的に研究が進められている。

図 7　�酸化亜鉛中のミュオニウムの信号．中心に見えるピー
クは電子を束縛していないミュオン（μ+）から，そ
の両側に一対あるサテライトがミュオニウムからの
信号となる．
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3-3.	μCF	研究
　核融合を人工的に起こすには原子核のクーロン
障壁を超えて、原子核同士を近づける必要があり、
高温プラズマやレーザー爆縮による方法が知られ
ている。一方、負ミュオンと陽子が作るミュオン
水素は、ミュオンの質量が電子の 200 倍であるた
め、そのボーア半径は通常の原子の 1/200 と小さ
く、また電気的に中性であるためクーロン斥力を
感じることなく他の陽子に近づくことが可能であ
る。このようにしてミュオンを介することで、近
づいた二つの陽子はミュオン水素分子イオンを作
る。ミュオン水素分子中での核間距離は通常の水
素分子の 1/200 (500 fm) 程度となり、トンネル効
果により核融合反応を直ちに (重陽子・三重陽子の
組み合わせの場合、1 ps 以下で)起こす。核融合反
応自体には直接関与することのないミュオンは、
反応後に放出され、他の陽子どうしを再び近づけ、
核融合を誘発する。ミュオンはこの触媒のような
反応を、その寿命が尽きるまで繰り返すことが知
られている。
　特に、燃料としての特性に優れた三重水素を用
いるミュオン触媒核融合の研究では、三重水素の 
β 崩壊に伴う膨大なバックグラウンドに対する観
測を余儀なくされる。KEK ミュオン実験施設では
パルス同期による低バックグラウンドでの観測が
可能で、その重要性が世界中の研究者により認識
された。このような機運の中で、日本初の μCF の
研究が日本原子力研究所アイソトープ部、理化学
研究所との協力のもと、KEK ミュオン実験施設に
おいて三重水素 - 重水素混合液体標的を用いて行
われた。一つのミュオンが起こすことのできる核
融合の回数を制限する要因として、核融合反応の
副産物である α 粒子 (ヘリウム原子核) にミュオ
ンが付着し、μCF の連鎖反応から外れてしまう現
象 (α 付着反応) がある。永嶺氏、松崎禎市郎氏に
よる KEK ミュオン実験施設での実験では 14 MeV 
の核融合中性子を観測、一つのミュオンが 100 回
以上の核融合反応の触媒となっていることを示し
た。さらに、ミュオンが α 粒子に付着する際に放
出される X 線の観測に成功し、α 付着反応が核融
合の効率を決定づける要因であることを実証した
(図 8)。また、KEK ミュオン実験施設での研究は、

1990 年代後半に英国ラザフォード研究所に建設さ
れた理研 -RAL ミュオン実験施設における研究へ
と発展的に継承されていった。
3-4.	超低速ミュオン
　加速器から直接得られる低速ミュオン (表面ミュ
オン) は、表面を冠しているので誤解を与えるかも
しれないが、物質中での飛程は大きく〜 1 mm 程
度 (幅 0.1 mm 程度) にも達する。むしろバルク用
のプローブであるといって良い。従って、最近注
目を浴びている表面・界面の研究、精密な原子物
理の研究、触媒等水素のダイナミクスを調べる研
究にも大いに貢献でき得る潜在能力を持っていな
がらも、これまでは表面、ナノプローブとしては
使えなかった。この事を解決するために、始まっ
たのが超低速ミュオンプロジェクトである。本プ
ロジェクトは、1985 年に、高温タングステン箔か
らの熱ミュオニウムの発生は陽電子研究の第 1 人
者である A. Mills 氏との共同研究によって本施設
で実証することから始まった。引き続き、1987 年
には、これらの真空中に放出されたミュオニウム
を 1s-2s -unbound の過程でイオン化し、電子と
ミュオンのレプトンペアから構成されるミュオニ
ウムのエネルギー準位を精密に求める実験が行わ
れた。レーザー冷却の研究でノーベル賞を獲得し
た S. Chu 氏が、波長 244 nm のパルスレーザー源
をベル研究所から持参し、ドップラーシフトを打
ち消す 2 光子吸収法を開発に取り組むことによっ
て、当時最も精密な 1s-2s 間のエネルギー差を 8桁

図 8　�世界で初めて検出された�α付着反応に伴う�X 線（三
重水素の�β崩壊に伴う制動輻射�X 線のバックグラ
ウンドに埋もれているため，右上の図はバックグ
ラウンドからの差分として表示）．
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の精度で得ることに成功した。同時に、世界で初
めて、超低速ミュオンを実験室で創りだした実験
であった。
　この成功を基礎に、1991 年は、真空中に漂いで
てきた Mu を真空紫外レーザー光 (ライマンα光 : 
Lα) によって効率良くイオン化し電子を剥ぎ取る
方式によって、超低速ミュオンビームを陽子ビー
ムから直接引き出す野心的な計画が永嶺氏、三宅
氏、下村氏によって始められた。
　1994 年には、超低速ミュオンの発生に成功した
とともに水素および重水素、三重水素の同位体核
を核反応で生成し、実験室に取り出すことにも成
功した (図 9)。
　この手法は現在より強度の大きい ISIS の理研 
RAL 施設において改良を経て、J-PARC において
実用化され表面物理や気相中のミュオニウム化学
反応に本格的に利用されつつある。
　私が、最初に、KEK を訪問したのは、1980 年、
修士課程 2 年生のときでした。そのころは、KEK

に行き着く為の交通手段も土浦からのバスしかな
く、乗り遅れると 1 〜 2 時間駅の周辺で時間を潰
さなければならないほどでした。バスが到着して
からも、そこら中がぬかるんでいて、泥だらけに
ならないと実験室に行き着けず、しかも、水道水
も白濁していたという記憶があります。その後、
宿舎も整備され、急速に、生活環境、研究環境が
格段に改善され、理想的な大学院生生活をエンジョ
イさせていただけました。
　特に、印象深いのは、“超低速ミュオン”ビーム
を発生させ、新たな学際研究を展開させる為の超
低速プロジェクトでした。1994 年、レーザーの周
波数をミュオニウムの 1s-2p のライマン α 波長に
合わせ、比電荷と飛行時間の 2 次元表示の上に、
超低速ミュオンの発生に成功し、永嶺先生等とシャ
ンペーンで祝杯を挙げたことを思い出します。

4.	[ 医学 ] 先進的がん粒子線治療研究への応用
	 （熊田	博明、榮	武二）
4-1.	はじめに
　筑波大学は、1980 年に粒子線医科学センター
(Particle Radiation Medical Science Center、
PARMS) を設立し、 高エネルギー物理学研究所（現 
高エネルギー加速器研究機構）と共同で、KEK-PS 
の 500 MeV ブースター・シンクロトロンから供給
される粒子線の医学応用研究を開始した。PARMS 
は、同シンクロトロンからの粒子線によるがんの
診断 /治療研究だけでなく、粒子線の医学、生物学、
医学物理学、関連分野の基礎的研究、並びに、教
育の場として機能することを目的としていた。こ
の一環として実施してきた陽子線を用いた臨床研
究では、良好な成績を収めることができ、現在の
陽子線治療の基礎を築いた。
4-2.	陽子線治療施設の開発整備
　加速器で高エネルギーまで加速した陽子を生体
（患者）に照射すると、陽子は「止まる直前（飛程
末端）でブラッグ・ピークと呼ばれる高線量域を形
成し、その直後に止まる」という特異的な線量分
布を形成する。この特性を利用することで、がん
病巣に集中しつつ、隣接する重要臓器、正常組織
への線量を大幅に低減することができる。陽子が、
ブラッグ・ピークを形成して止まる深さは生体に

図 9　�共鳴イオン化法によって，真空中に出てきたミュ
オニウムを乖離し，超低速ミュオンを世界で初め
て生成する事に成功した．
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入射するときにエネルギーに依存する。例えば 
250 MeV の陽子は水中での飛程は約 37.6 cm であ
る。すなわち、がん病巣が存在する深さに合わせて、
入射する陽子エネルギーを調整して照射すること
で、がん病巣に治療線量を集中させることができ
る。シンクロトロンから引き出された 500 MeV 
の陽子ビームを診療に用いるため、エネルギーを
150、200、250、300 MeV に減速調整できるエネ
ルギー減弱装置をビームライン上に設置した。治
療には 250 MeV までのビームを用い、300 MeV 
の陽子線は、診断用に用いられた。図 10 にシン
クロトロンと接続している当陽子線治療施設の概
略を示す。シンクロトロンから治療施設側に分岐
した直後にエネルギー減弱装置が設置されており、
この位置で患者の病巣の深さに合わせて陽子エネ
ルギーの調整が行われる。
　当陽子線治療施設の大きな特徴の 1 つとして、
世界初の垂直ビーム照射設備がある。エネルギー
減弱装置によって減速調整された陽子ビームは、
図 10 中の “B4” マグネットで水平ビーム照射室も
しくは垂直ビーム照射室のいずれかに振り分けら
れる。垂直ビーム照射室側に振られたビームは、
垂直方向へのベンディング・マグネット (図 10 の
“VB1”) によって地下方向に曲げられ、地下に設置
されている垂直ビーム照射室の天井側から患者に
対して照射される。図 11 に垂直ビーム照射室での
治療の様子を示す。当時は水平ビーム照射施設し
かなかったため、照射できる体位などが制限され

ていた。この垂直ビーム照射が可能となったこと
で、照射時の体位に自由度が広がり、陽子線治療
の適用がん種の拡大と、ビーム照射精度の向上に
つながった。さらに水平ビーム照射と垂直ビーム
照射を組み合わせることで、陽子線治療における
多門照射技術 (病巣に対して複数方向から照射し
て、病巣への線量集中性の向上と、正常組織への
線量低減を可能にする)の基礎を築いた。
4-3.	PARMS	での陽子線治療の臨床研究
　当治療施設での実際の患者に対する陽子線治療
(臨床研究) は、1983 年 4 月から開始された。前述
の通り最大 250 MeV の陽子ビームを用いることが
できたため、体内のどの場所にあるがんに対して
も治療線量を到達させることができた。これによ
り世界に先駆けて深部臓器がんへの研究開発が実
施された。当施設での臨床研究は、2000 年 7 月ま
で実施され、約 700 例のがん患者に対して臨床研
究が行われ、優れた臨床成績が収められた。［1］
4-4.	第 2 世代型陽子線治療施設
　筑波大学は、500 MeV ブースター・シンクロト
ロンでの実績を踏まえて、陽子線医学利用研究セ
ンター (PMRC) を同大学附属病院に併設し、シン
クロトロンベースの“第2世代型”陽子線治療専用
施設を整備した。図 12は、PMRC の陽子線治療用
シンクロトロンを示している。この治療装置には、

図 11　�垂直ビームを用いた治療のイメージ．

図 10　陽子線治療施設鳥瞰図．

500 MeV ブースターシンクロトロンを用いた研究 
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患者を中心にビーム口を 360°回転できる“回転型
ガントリー”が設置されており、病巣に対して最適
な方向からの多門照射が可能となっている。さら
に呼吸によって位置が変動してしまう肝臓や肺な
どのがんに対して、呼吸に合わせてビームを On/
Off して病巣のみを照射する“呼吸同期照射法”を
世界に先駆けて開発した。この技術は、KEK での
第 1 世代施設から開発が行われ、PMRC で高度化
して確立され、現在の陽子線治療の国際標準となっ
ている。
　PMRC での治療は、2001 年 9 月から開始され、
2020 年 8 月までにトータルで 6,000 人以上の治療
が実施された。特に肝臓がんへの治療では、世界
１位の治療数を誇っている。このように KEK の
シンクロトロン施設で培った治療技術、手法は、
PMRC によってさらに進展し、現在の陽子線治療
の確立、普及に寄与している。
4-5.	ホウ素中性子捕捉療法用治療装置の開発
　筑波大学は陽子線治療だけでなく、次世代のが
ん放射線治療として期待されているホウ素中性子
捕捉療法 (BNCT) の研究開発も行っている。治療
に大強度の中性子が必要な BNCT は、これまで研
究用原子炉を使って臨床研究が行われてきた。し
かし治療に原子炉が必要であったため治療法とし
て確立できなかった。近年の加速器技術の進展に
より、病院内に設置可能な小型加速器で中性子を
発生させて治療を行うことが可能となり、現在、
加速器ベース BNCT 用治療装置の開発研究が世界
で行われている。

　筑波大学は現在、KEK と連携して、加速器ベー
ス BNCT 治療装置・実証機：“iBNCT” の開発研究
を行っている。iBNCT は、加速器に J-PARC のフ
ロント・エンド・リニアックの技術を応用し、長
さ約 8 m の RFQ＋ DTL (1 台) 型リニアックを用
い (図 13)、同加速器で平均電流： 2 mA 以上の陽
子を 8 MeV まで加速してベリリウムに照射し、中
性子を発生させる。2020 年時点で BNCT 用原子
炉に匹敵する大強度の中性子発生に成功しており、
発生する中性子の物理特性測定を行うとともに、
生物照射実験によって生体への安全性と治療への
有効性を確認している。今後、同装置による臨床
研究を実施し、実用化を図る。
4-6.	追記
　40 年に渡る粒子線の医学利用への挑戦は、KEK 
と筑波大学の協力体制により実現し現在に至って
いる。世界に先駆けて、早期から深部臓器がんの
治療実績を積むことができたのは、治療環境の構
築を積極的に進めた、諏訪繁樹初代センター長を
はじめとする当時の先生方の先見の明に由るとこ
ろが大きい。物理学の分野で使われる最先端技術
を、臨床に利用することは、現在でも多くの課題
があり、一朝一夕に実現できるものではない。分
野の違う研究者、組織が協力して一つ一つの目標
を達成していく文化が根付き、今後も続いていく
ことを願い追記とします。

参考文献
［1］  櫻井英幸，木元拓也，陽子線治療の歴史を今振り

返る，京府医大誌，126(2), p. 77-82, 2017.

図 13　つくば型�BNCT�治療装置用リニアック．
図 12　PMRC の治療用シンクロトロン．
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大強度陽子加速器施設 
J-PARC 加速器
小関 忠、山崎 良成、小林 仁

1.	はじめに
　J-PARC の構想の起源は、古くは東大原子核研
究所 (核研) のニューマトロン計画まで遡る [1,2]。
また、J-PARC を KEK-PS の後継計画として位置づ
けることもできるだろう。歴史を述べるときにど
の時点まで遡るか、J-PARC 加速器の場合にはいく
つかの異なる見解があろうが、本稿では KEK と核
研が共同で大強度陽子加速器の開発を開始したと
ころから始めることにする。なお、J-PARC のもう
一つの源流である日本原子力研究所 (原研、現在の
日本原子力研究開発機構)の「中性子科学研究計画」
についてはここでは述べないが、そこでの主要な
テーマであった核変換実験については、J-PARC に
おける将来計画の一つとして実現にむけた関係者
の努力が続いていることは付け加えておきたい。

2.	前史
　KEK が大強度陽子加速器の開発に携わったの
は、正式には 1987 年 6 月に核研と協同で「大型ハ
ドロン計画推進作業部会」の下に「大強度陽子リ
ニアック・ワーキング・グループ」が結成されて
からとされる。しかし、実際には 1986 年 9 月から
非公式に加速器の検討が始まっており、並行して
ビーム成形リングおよび重イオン・リニアックの
検討もなされていた。その後、正式提案された「大
型ハドロン計画 (Japanese Hadron Project, JHP)」
は、1 GeV 陽子リニアック (実際には負水素イオ
ン H- を加速) を基幹設備とし、そのビームを不安
定重イオンの生成に使い、6 MeV/u 重イオンリニ
アックで再加速して原子核の実験を行うとともに
(E アレナ)、ビーム成形リングにも入射して、中性
子実験施設 (N アレナ) 及び中間子実験施設 (M ア
レナ) に取り出すというものである。これらを当時
の KEK 南敷地内に建設するが、将来的には、北敷
地内の KEK-PS へビームを入射・加速し、K 中間
子実験施設 (K アレナ) にビームを供給することも
視野に入れるという計画であった (図 1)。

　このリニアック・ワーキング・グループは、西
川哲治所長 (当時) を始めとする KEK 執行部の全
面的サポートを得て、木原元央加速器第一研究系
主幹 (当時) の強力なリーダーシップの下で活発な
研究開発活動を展開し、J-PARC へと繋がる重要な
役割を果たした。実際、1988 年には報告 I [3] を、
1990 年には報告 II [4] をまとめた。また、リング
についても報告が出されている [5]。中でも、リ
ニアックの報告 II は、核研 2 名を含む総勢 29 名
のグループ・メンバーによる 310 ページにわたる
詳細な研究開発活動報告となっている。そこでは、
既に高周波四重極 (Radio-Frequency Quadrupole, 
RFQ) リニアック用π- モード安定化ループ (π- 
mode stabilizing Loop, PISL) の発明 [6] や環結合
構 造 型 空 洞 (Annular-Ring Coupled Structure, 
ACS) の世界初めての実用化 [7,8] が詳細に議論、
記述されている。ピーク電流 20 mA、ビームパ
ルス幅 400 µs の H- ビームを繰り返し 50 Hz で
加速するべく、加速周波数 432 MHz の RFQ で 
3 MeV まで、432 MHz ドリフト・チューブ・リ
ニアック (Drift Tube Linac, DTL) で 150 MeV ま
で、1296 MHz の ACS で 1 GeV まで加速するリニ
アックを設計した。そして、実際に、体積生成型 
H- イオン源、50 keV 低エネルギービーム輸送系

図 1　1987 年に提案された JHP の構成図．

大強度陽子加速器施設 J-PARC 加速器



150 KEK創立 50 周年記念誌

(Low Energy Beam Transport, LEBT)、RFQ、 中
エネルギービーム輸送系 (Medium Energy Beam 
Transport, MEBT)、18 個の Drift Tube (DT) から
なる 1.2 m の 5.5-MeV DTL を製作し、ピーク・ビー
ム電流 10 mA を設計値通りの 5.5 MeV に加速す
ることに成功した [9]。また、1296 MHz ACS も 2
種類の β の数セルからなる空洞を製作し、設計値
を 30% 以上上回る大電力試験を長期間行い、その
安定性等を十分に検証した。そこでは、2 つの空洞
を 5 セルの橋絡空洞 (Bridge Coupler) で結合して
あった。また、これらの加速空洞の大電力試験お
よびビーム試験のために、全電力変調器電源を開
発・製作し、長期の運転試験を行い、432 MHz の
クライストロンはメーカーに新たに開発・製作を
お願いし、1296 MHz クライストロンは購入して、
運転試験を行った。即ち、JHP 1-GeV リニアック
については、いつでも建設を始められる準備は万
端整っていたのである。
　ただし、肝心の計画自身は 1990 年代始めに公式
には取りやめとなり、装置の開発・製作等の予算
は全く出なくなった。しかし、この四十七士なら
ぬ二十九士の結束は固く、科学的見地から、いつ
かは作らねばならぬ加速器として、それぞれが別
の部門に属していても、本務の合間を見ては、こ
のように整備された装置の総合試験を上述のよう
に繰り返し、国際会議等に結果を発表し続けてい
たのである。KEK 上層部も、黙認または好意的に

見て見ぬふりをして頂いていたと思われる節があ
る。これは英米を始めとするアングロサクソン系
組織では許されないことであり、評価は様々であ
ろうが、人件費が別立てである日本的組織の良い
面が出た例であろう。
　1997 年 4 月に KEK が核研と統合され、大型ハ
ドロン計画推進室が発足し、新たな装いで大型ハ
ドロン計画 (Japan Hadron Facility, JHF 計画) が
策定された [10,11]。図 2 に KEK つくばキャンパ
スの敷地に展開することを想定した JHF の全体図
を示す。1998 年 4 月には、その前段部 60 MeV の
リニアックの製作とその建屋が JHF 計画を前提に
補正予算で計上された。これに、切れ目のない活
動の継続として直ちに対応できたのは、JHP リニ
アックのために行った装置の開発・運転を通して
培った経験があったこと、そして何よりもその人
員が散っていなかったためである。
　JHF では、JHP と異なり、1 GeV の陽子リニアッ
クではなく、200 MeV リニアックを北敷地内に建
設することとなった。更に、KEK-PS トンネル内に
新たに 3 GeV の速い繰り返しのシンクロトロン
(Rapid Cycling Synchrotron, RCS) を建設し、そこ
に入射することにより、ビーム出力 600 kW を実
現し、M、N、E アレナにビームを供給する。また、
新たに 50 GeV の主リング (Main Ring, MR) シン
クロトロンを建設して、そこに入射し、K アレナ
にビームを取り出すとともに、ニュートリノを神

図 2　1997 年に提案された JHF 計画．
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岡に送るというものであった。従って、上記補正
予算で手当てされた建屋も、KEK-PS に入射するこ
とを前提とした位置に建設されたのである。
　この時点で、この間 10 年にわたる JHP および
世界のリニアック開発の経験を踏まえ、リニアッ
クのパラメーターを見直すこととした。以降、専
門的および技術的な詳細については、文献 [12]、
[13] を参照されたい。JHP で DTL の周波数を従
来一般的であった 200 MHz ではなく 432 MHz を
選んだのは、より安定な運転が期待できるクライ
ストロンが使えることと、より頻繁に収束ができ
るため、空間電荷効果に対する耐性が強いからで
ある。しかし、そのためには DT の大きさが限ら
れ、DT 内の収束四極磁石を電磁石とすることがで
きず、永久磁石とせざるを得ない。最終的には開
発できたもののその製作には多大の困難を伴った。
しかも、この時点に至るも未だに DT 内の収束四
極磁石の設定値について定説がなかったうえ、い
くつかの研究機関で、放射線の影響とみられる永
久磁石の減磁が報告されていたのである。これら
の事情を踏まえ、JHP では永久磁石使用の DT の
開発と並行して、DT 用収束四極電磁石コイルを電
鋳法で製作することに成功し、その結果 324 MHz 
まで周波数をあげることができた [14]。同時に
企業側でもこの周波数のクライストロンの開発に
取り組み、製作が可能となった。その結果、空間
電荷効果等によるビーム・ハローの発生を極小化
しうる DT 内四極磁石設定値の最適化を、ビーム
試験によって行うことができるようになった。現
在では、この J-PARC の成功を見て、325 MHz 
が RFQ、DTL における新たな世界標準とな
り、European Spallation Source (ESS)、China 
Spallation Neutron Source (CSNS)、Fermilab の 
PIP-II 等 J-PARC 以降の加速器計画で採用され
ることとなった (Oak Ridge National Laboratory 
(ORNL) における中性子実験施設 SNS の時点では
このような事情になかったため、彼らはリスクを
覚悟で設定値が固定の永久磁石を選択し、周波数
は 400 MHz 帯とした)。
　また、JHP では DTL で 150 MeV まで加速する
設計であったが、JHF では 50 MeV までとし、そ
れ以降の加速のために収束四極磁石を DT 内に収

めない分離型 DTL (Separated DTL, SDTL) を開
発した。
　その後、文部省と科学技術庁の統合を踏まえ、
JHF 計画は、1999 年 4 月からは、原研の中性子科
学研究計画と統合した J-PARC 計画として推進さ
れることとなった。J-PARC 建屋が完成するまでの
間、上記の KEK 敷地内の建屋で、50 MeV DTL の
ビーム試験まで行うことができたので、大変に効
率よくリニアックの建設を進めることができた。

3.	J-PARC	の建設と立ち上げ
　J-PARC では、リニアックのエネルギーを 
200 MeV から 400 MeV に上げることにより、RCS 
のビーム出力を 600 kW から 1 MW に増強する
こととなった。また MR のビーム電流も 10 µA か
ら 15 µA に増強することとし、K アレナは原子核
素粒子実験施設 (ハドロン実験施設) となった。一
方、M アレナと N アレナは一つの建屋に入れ、
ミュオン生成標的を中性子生成標的の上流に串刺
し状に配置することになった。この実験施設は「物
質・生命科学実験施設 (Materials and Life Science 
Experimental Facility, MLF)」と名付けられた。E 
アレナは残念ながら、当初の J-PARC 計画には入
れ込むことができなかった。一方、リニアックは 2
期計画で 600 MeV まで増強し、原研の核変換実験
にビームを供給するということとした。同じ頃に施
設は東海村にある原研 (現在の原子力科学研究所)
の敷地内に建設することに決まった。そこで最初に
大変に苦労したのは、すべての施設を原研の敷地内
に収めることであった。既に予算が執行されている
リニアックの 60 MeV よりも下流側とRCS、MLF 
の予算は原研側で予算要求することとなった。
　人員については、リニアックはほぼ KEK と原研
で半分ずつ、リングについては「公式には」RCS 
は殆どが原研、MR は殆どが KEK となった。しか
し、実際にはできるだけ適材適所を目指し、研究
機関の枠を越えて効率的かつ J-PARC 構成員の志
気・結束が高まる組織作りに努めた。その好例が
リング高周波グループであり、KEK と原研ほぼ半
数ずつで構成されたメンバーは一体となって RCS 
および MR の高周波加速系の建設に取り組んだ。
　第 1 期の予算は 2001 年に手当され、いよいよ 
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J-PARC の建設が開始された。また、2004 年には、
ニュートリノ実験施設にも予算が手当てされて建
設が開始された。MR については、ビーム・エネ
ルギーよりもビーム出力がより求められることか
ら、第１期は 30 GeV で運転を開始し、第２期で 
50 GeV までエネルギーを増強して定格ビーム出力 
750 kW を目指すこととなった。
　その後、建設途中で、加速器建設費が予算を超
えることが判明し、当面リニアックのエネルギー
を 400 MeV から 200 MeV に下げ(一部空洞をビー
ム成形に使うので、実際には 180 MeV)、RCS の
ビーム出力を 600 kW として、できるだけ早期に
不足分を手当てすることとした。
　J-PARC リニアックでは、上述の周波数の変
更に伴い、ACS の周波数は 972 MHz となった。
J-PARC での ACS の採用については、加速器技術
諮問委員会の下に小委員会を設置し、レビューを
行った。高 β 加速構造としては、JHP で開発され
たこの ACS 以外にも、西川哲治の発明からなる交
番周期型構造 (Alternative Periodic Structure, APS
または Bi-periodic Structure) の発展型として Los 
Alamos National Laboratory (LANL) で開発・使
用され、ある意味、世界標準である側結合構造型
(Side Coupled Structure, SCS) およびロシアで開
発され、その原子核研究所 (Institute for Nuclear 
Research, INR) の 600 MeV リニアックで使用
されているディスクアンドワッシャー構造 (Disc 
And Washer, DAW) がある。Accelerator Technical 
Advisory Committee (ATAC) では、当時 CERN の
リニアック責任者であった Roland Garoby (後 ESS
加速器責任者)に委員長をお願いし、LANLの SCS 
の第一人者であった Lloyd Young、DAW の開発・
建設責任者であった当時 INR の副所長の Leonid 
Kravchuk (現所長)、米国から Argonne National 
Laboratory (ANL) の Peter Ostroumov (元 INR
リニアックのビーム責任者)等を招聘した。そこで
J-PARC には、SCS や DAW と比較して、ACS が
最適であるという答申を得た。
　一方、シンクロトロンに関連して JHP 及び JHF 
の時期に開始された重要な開発研究に金属磁性体
(Magnetic Alloy, MA) を用いた高周波加速空洞が
ある [15]。速い繰り返しのシンクロトロンを実現

するには、高い加速電場勾配を持つ空洞の開発は
急務とされていた。MA は従来から空洞に用いら
れてきたフェライトと比較して高い飽和磁束密度
を持つうえにキュリー温度も高く、より大きい高
周波電力を投入して高い加速電場勾配を実現する
ことができる。また、きわめて広帯域のインピー
ダンスを持つためビーム加速にあわせて空洞の共
振周波数を変化させる必要がなく、低電力高周波
制御系を簡略化することができる。このように空
洞用磁性体として優れた特徴を持つ MA だが、実
際に実用化に至るまでには様々な技術的課題を克
服する必要があった。RCS や MR に実機をインス
トールする直前まで試行錯誤を繰り返す困難な状
況が続いたが、それらの課題を一つ一つ克服して、
ついにはハドロンシンクロトロン用の空洞として
は世界最高となる 20 kV/m を超える高加速勾配を
安定に実現するシステムの実用化に成功した [16]。
インストール直前の 2006 年、テストベンチにおい
てシステムの信頼性を確認する長時間の大電力試
験を実施した際には、全国の多くの大学の若手研
究者がこの試験に参加し、シフト要員となって加
速器グループを支援してくれた。
　設計当時に MLF のビームパラメーターにつ
いて議論する際、よく問われたのは、設計値が 
1.4 MW である SNS に対して MLF の 1 MW に国
際競争力があるのかという点であった。J-PARC で
は、加速器の専門家と中性子実験の専門家が JHP 
の時代から緊密に連携し合い、最も科学的成果が
期待できるパラメーターを模索してきていた。そ
の結果、ひたすら大きなビーム出力が欲しい実験
もあるが (それならば原子炉の方がよい)、大きな
科学的成果が期待できる実験には、少ない繰り返
しでできるだけ大きなピークビーム出力が望まし
いという結論を得ていた。繰り返しが少ない方が
より低エネルギーの中性子のスペクトラムを取る
ことができるからである。SNS は繰り返し 60 Hz 
で、J-PARC は 25 Hz であり、J-PARC の方が 2.4
倍も熱中性子のエネルギー領域が広がるのである。
しかも、J-PARC の 1 MW を SNS の 1.4 MW と
比べるとピークビーム出力は 1.7 倍大きいのであ
る。更に、KEK 原研統合チームのシナジー効果の
好例とも言える AIC 分離器 (Ag-In-Cd Decoupler)
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の開発により、SNS より 2 倍以上大きな中性子生
成量を実現することができた。
　また、当初、RCS はより対称性の高い４回対称
を採用し、4か所の直線部をそれぞれ入射、取り出
し、コリメータ、高周波装置に充てるべきであると
いう意見もあった。しかし、中性子実験が要求する 
1 µs 程度のビーム・パルス長にするためには、周
長が限られ、すべての高周波装置を一直線部に収
める直線部の長さを確保するには、3回対称にする
しかない (20 ms で 3 GeV まで加速するには、上
記の 20 kV/m の加速空洞でも多数設置する必要が
ある)。高周波装置は建設後も最も維持運転に人手
のかかる装置であって、維持管理する人員の放射
線被曝を最小限に留める為には、放射化が予想さ
れる入射部、取り出し部、コリメータ部からはアー
ク部を隔てて隔離しておく必要がある。同じ理由
で、RCS リングトンネルへの出入り口は、この高
周波系用直線部に設けることとした。また、放射
化の原因となるビームロスは「経験的に」入射部
に多く、コリメータはなるべく入射部下流に可能な
限り近接して設置すべきで、そうすると入射部と
コリメータ両方を収める長直線部も、3回対称にし
ないと実現できないのである。ビームロスは何回
も周回する間に成長するハローによるものであっ
て、コリメータはリングのどこにあってもよいとい
う意見もあったが、当時はビームロスが「経験的に」
入射部に多いという理由が十分には解明されてい
ないことから (実際には荷電変換に起因する)、入
射部のすぐ下流にコリメータを設置しようという
ことになり、これら 2 つの理由から最終的に 3 回
対称が採用された。実際に運転を開始すると、荷
電変換膜による大角度散乱が当初の計算結果以上
に多くのビームロスを生じることが明らかとなり、
荷電変換装置の直下流にコリメータを追加する手
当てが必要となった。もし 4 回対称にしていたら、
より大きな問題になっていたであろう。
　J-PARC リングラティスの大きな特徴は、加速中
にトランジションエネルギーを通過しないことで
ある。RCS ではトランジションエネルギーが取り
出しビームエネルギーの 3倍を超える 9.2 GeV に、
MR ではトランジションエネルギーが虚数になる
ように設計されている。これにより RCS、MR と

もに安定な大強度ビームの加速を実現することが
できている。
　RCS のリングの口径については、建設期の最後
の土壇場で、それまでの設計値を 1.5 倍に増やした。
1 MW を実現するためには、どうしても必要だと
考え、チーム員全員による 10 時間以上の大激論の
末に決定したのであった。コスト増をできるだけ
抑えるために、偏向電磁石のセラミックス真空チェ
ンバーの口径を円形ではなく楕円形もしくはレー
ストラック形とした。それが軸方向には直線では
なく曲線になるので、その製作にも多大な困難を
伴った。
　2006 年 2 月、J-PARC センターの発足ととも
に永宮正治初代センター長のリーダーシップのも
とで各施設の利用運転開始までの年次計画案を確
定し、それを決して遅らせない最大限の努力をす
ることを皆で確認した。ビームコミッショニング
は、建設が終了して運転準備が整った上流側から
順次開始した。2006 年 11 月にリニアック単独で
ビームコミッショニングを開始し、2007 年 1 月に
は当初の所期性能である 181 MeV への加速に成功
した。RCS はビームコミッショニング開始直前
に入射部の異形セラミックスチェンバーにクラッ
クが入るというトラブルが生じたが関係者の昼夜
を分かたない努力の結果、スケジュール通り 2007
年 9 月からコミッショニングを開始し、10 月には
所期エネルギー 3 GeV への加速と取り出しに成功
した。2008 年 5 月には MR と MLF がビームコ
ミッショニングを開始し、MR は 3 GeV での入射
と rf 捕獲および入射ビームダンプへの取り出しに
成功し、MLF では中性子ビームの発生を確認し
た。その後の 5 か月間の停止期間中に MR は速い
取り出し (FX) 機器および遅い取り出し (SX) 機器
の設置と立ち上げを行い、2008 年 12 月、30 GeV 
への加速と FX を用いたビームアボートラインへの 
30 GeV ビームの取り出しに成功した。同じく 12
月、MLF ではミュオンビームの発生を確認すると
ともに、中性子の利用運転も開始された。年が明
けて 2009 年 1 月、MR は SX によるハドロン実験
施設へのビーム取り出しに成功し、4 月には FX に
よるニュートリノビームラインへのビーム取り出
しに成功してニュートリノビームの発生を確認し
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た。これらのビームコミッショニングは、すべて
2006 年 2 月に確定した年次計画の通りに進み、年
次計画を一度も変更せずに利用運転を開始したこ
とは国際諮問委員会等からも高く評価された。
　図 3は 2008 年に撮影された J-PARC の航空写真
である。それぞれの施設がコミッショニングを開
始した年度が色分けして示してある。
　加速器は順調な立ち上がりに見えたが、利用運
転を開始した直後に顕在化した大きな問題が RFQ 
の放電だった。初期のビームコミッショニングに
おける間欠的なビーム運転では明らかにはならな
かったが、2008 年 12 月から開始した MLF の利
用運転では多発する RFQ の放電によって、度々、
計画外の停止を余儀なくされた。いくつかの原因
が考えられたが、イオン源から流入する不純物が 
RFQ の内面に付着して放電限界を下げていること
が最も大きな問題だった。イオンポンプやクライ
オポンプを増設してイオン源及び RFQ の排気速度
を上げるとともに差動排気系を強化し、さらに粗
挽き真空系のオイルフリー化やベーキング処理を
実施した。その結果、2009 年 6 月および 10 月に
はビーム強度 20 kW ながら安定な利用運転を行う
ことが可能となり、11 月には 120 kW の利用運転
を開始することができた [17]。

4.	震災とハドロン実験施設での事故のころ
　その後 J-PARC 加速器は、ビームスタディを重
ねながらビーム強度を上げ 2011 年 3 月の時点で 

MLF に 220 kW、T2K 実験に 145 kW のビームを
安定に供給していた。しかし、この年の 3 月 11 日
に発生した東日本大震災により J-PARC は大きな
被害を受けすべての施設で運転の継続が不可能と
なった [18]。地震の当日 3 月 11 日は週に一度のメ
ンテナンスが予定されており、朝、ビーム運転を
停止して RCS と MR ではトンネル内の作業が、リ
ニアックではビームスタディが行われた。リニアッ
クのスタディが終了して利用運転を再開するため
に RCS のビーム調整を始めようとしているときに
東海村で震度 6弱の地震が発生した。
　図 4 は地震発生後のリニアック棟西側の玄関前
の写真である。原子力科学研究所の敷地内では随
所に道路の亀裂や陥没が発生したが、リニアック
の玄関付近では図のように建屋周辺の広い範囲で
深さ 1.5 m 程の陥没が生じ給排水管の多くが破断
した。多くの建物で壁面に亀裂が生じ、リニアッ

図 3　2008 年に撮影された J-PARC の航空写真．

図 4　地震後のリニアック棟西側エントランス前．
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クトンネルは床が地下水で冠水し、MR でも亀裂
が入った天井から、一部の偏向電磁石や四極電磁
石に、滝のように水が降り注いだ。
　余震が少なくなって最初にトンネル内を確認し
た 3 月 17 日、冠水したリニアックトンネル内の水
位は床面から 1 cm 程度だったが、1 週間後の 24
日には床から 10 cm 程になり、一刻も早く排水を
開始しなければ加速器の機器に重大な被害が出る
ことが予想された。復電などはほど遠い状況だっ
たので、ディーゼル発電機を用意して、翌 25 日か
ら揚水作業を開始した。ところが、揚水した水の
水質を確認したところ、厚いコンクリートを通し
て流入した地下水は pH = 11 という強アルカリ性
で、このままでは排水もできないことが、その日
の夕方になって判明した。25 日は金曜日で、溜まっ
た水をすべて中和するために必要な 20 L の硫酸
の調達が危ぶまれたが、幸い、MLF のユーザーが
いた茨城大学から硫酸の提供を受けられることと
なり、なんとか揚水作業を継続することができた。
25 日、26 日の 2 日間で排水した量は 150 m3 に及
んだ。
　加速器本体も多数の機器が破損し、電磁石のア
ラインメントが大きくずれるなどの深刻な被害を
受けていた。それでも、被害状況が明らかとなり
復旧作業の内容を詳しく検討した後の 5 月 20 日、
J-PARC センターは 2011 年 12 月からビーム調整
を再開し、2011 年度内に 2 か月の利用運転を確保
するという復旧スケジュールを作成して公表した。
そしてスケジュール通りに運転再開することを目
指して各施設の教職員や業務委託の方々が懸命な
復旧作業を続けた。そのような状況にあって、6 月
15 日に T2K グループが震災前までに取得したすべ
てのデータを解析した結果、ミュー型ニュートリ
ノから電子型ニュートリノへの振動を示す事象の
候補を 6 事象観測し (BG は 1.5)、電子型ニュート
リノの出現現象の兆候を世界ではじめて捉えたと
発表したことは大きな励みとなった。また、復旧
作業と並行して、もともと夏期停止期間に予定さ
れていた増強もほぼ予定通りに行われた。RCS で
は前述した荷電変換装置下流のコリメータの追加、
MR では 2台の加速空洞の増設、4台のスキュー四
極の設置、入射キッカーを低インピーダンスの新

しいキッカーに交換するなどの多くの作業が行わ
れた。
　加速器の運転は、リニアックが当初の予定より
も 3 日早い 12 月 9 日から再開し、順次、RCS、
MR と立ち上げ、2011 年内には MLF とニュート
リノの標的にビームを輸送することができた。
2012 年 1 月からは MLF とニュートリノの利用運
転を再開し、同じく 1 月の末にはハドロン実験施
設の利用運転も再開した。早期にビーム運転を再
開し、その後も安定な運転を続けることができた
のは、施設の復旧に全力で取り組んだ現場の努力
とともに、復旧に必要な経費が迅速に措置された
ことが大きかった。
　震災後、加速器グループは運転を継続しながら、
ビーム強度の増強にむけた機器の製作や開発研究
を行った。リニアックではビームエネルギーを本
来の設計仕様値である 400 MeV に回復するために 
ACS 空洞の量産を進め、RCS では 400 MeV 入射
に必要な入射用電磁石の電源製作を行った。一方、
MR はビーム増強のシナリオを大幅に見なおす検
討を進めた [19]。
　先に述べたように MR はビームエネルギーを 
30 GeV から 50 GeV に上げることにより当初の設
計仕様値 750 kW を実現する計画だったが、もと
もと MR の主電磁石の一部は 30 GeV を超えたエ
ネルギーで運転すると磁極内の飽和の影響が顕著
になるために磁場の径方向の有効領域が狭くなる
設計であり、さらに主電磁石全体で 50 GeV 運転に
必要な消費電力が 30 GeV 運転の 4倍近くになるこ
とから、50 GeV 化のシナリオの妥当性には早くか
ら賛否があった。MR では、ビームエネルギーを
飽和の影響が発現しない上限である 30 GeV のまま
据え置いて、繰り返し時間を 1 秒程度まで短縮す
ることによって設計仕様値を達成する、所謂、高
繰り返し化の本格的な検討を 2009 年から開始し、
高繰り返しに対応する主電磁石電源や新たな磁性
合金を用いてさらに高い電場勾配を実現する加速
空洞の開発研究も進めていた。その意味で、2011
年以前から高繰り返し化による 750 kW 達成とい
う方針はすでに既定路線であったが、震災後の国
内の電力事情、特に電気料金の高騰が、高繰り返
しシナリオの優位性を一層高める結果となった。

大強度陽子加速器施設 J-PARC 加速器
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J-PARC は繰り返し時間の短縮によって大強度化す
る方針を前面に打ち出し、2012 年の加速器技術諮
問委員会、国際諮問委員会、文部科学省の中間評
価部会に提案して支持されるとともに、関連コミュ
ニティに対してもその方針を説明して理解を得た。
　震災から 2 年が経過し利用運転も順調に行って
いた 2013 年 5 月 23 日、ハドロン実験施設で放射
性物質が漏洩する事故が発生した。SX において取
り出しビーム強度の時間構造を平滑化するために
使用しているスピルフィードバック用四極電磁石
(Extraction Quadrupole, EQ) の電源が誤作動し、
MR を周回していた 3×1013 の陽子のうちの約 2/3
が 5 ms の間に取り出され、ハドロン実験施設ま
で輸送されて 2 次粒子生成用の金標的に照射され
た。通常 2 s かけて照射されるビームが短時間に照
射されたため、標的は瞬時に高温になってその一
部が溶融した。その結果、標的中に生成されてい
た放射性物質の一部が放出されて大気中に飛散し
た。放出された放射性物質は一次ビームライン室
に広がったのちにシールドの隙間からハドロン実
験ホールのフロアに漏れ出た。その後ハドロン実
験ホールの排風ファンを稼働したことにより放射
性物質はハドロン実験施設の外、すなわち放射線
管理区域外にも漏えいした。当日ハドロン実験施
設にいた放射線作業従事者のうち 34 名に線量限度
以下ではあったが有意な被ばくが確認された。
　その後の調査で、事故の直接のトリガーとなっ
た EQ 電源の誤作動は外部から電源に入力された
電流設定値を電源内で伝送するシステムに一時的
な不具合が生じたためであることが明らかになっ
た。この不具合は、伝送系の基板に用いられてい
る IC に供給される制御電圧が低下してビット落ち
を生じたことが原因だった。また、この電圧低下
は定電圧を供給する素子の放熱対策が不十分だっ
たために素子の経年劣化が進んだことによると考
えられた。
　この事故は KEK の施設で起こったが、当時の
池田裕二郎 J-PARC センター長のもとで、KEK と 
JAEA のメンバーが一丸となり、原因の究明と再発
防止策を、ハードウェアおよび安全管理体制等の
ソフトウェアの両面から、徹底的に検討した。そ
の内容は文科大臣からの要請で設置した有識者会

議、地元との安全協定に基づく茨城県の原子力安
全対策委員会などでも審議された。また事故の直
後と施設の運転再開前には近隣に住む方々への住
民説明会を数か所で実施した。そして、事故から 9
か月経った 2014 年 1 月に MLF が、1年後の 2014
年5月にニュートリノが利用運転を再開した。一方、
ハドロン実験施設については、施設や機器の大が
かりな改修を行い、運転を再開したのは事故から 1
年 11 か月を経た 2015 年 4 月であった。

5.	現在の運転状況と今後の増強計画
　リニアックでは、2013 年に ACS を設置してビー
ムエネルギーを設計仕様値である 400 MeV に増強
した。さらに 2014 年の夏期停止期間中にイオン源
及び RFQ をそれまでの 30 mA 仕様から大電流仕
様に入れ替え、所期性能であるピーク電流 50 mA 
を達成した [20]。2014 年の暮れ 12 月 27 日には、
RCS においてシングルショットながら 8.32×1013 

ppp (particles per pulse) の加速と取り取しに成功
した。これは 25 Hz 換算で 1 MW にあたる。
　その後もリニアックおよび RCS において大強度
ビームの安定運転にむけた機器の増強やビームス
タディを重ねて MLF に供給するビーム強度の増強
を段階的に進めてきた。図 5 に 2008 年から 2021
年 3月までに MLF に供給されたビーム強度の履歴
を示す。
　2015 年に 2 度にわたって中性子生成に用いる液
体水銀標的の金属容器に不具合が発生し、それ以
降 2017 年夏前まではビーム強度を 150-200 kW ま
で下げて運転した。その後は、標的容器の堅牢性
に段階的な改良を加えつつ、徐々にビーム強度を

図 5　MLF に供給されたビーム強度の履歴．
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増強して現在に至っている [21]。2018 年度以降は
毎年、夏期停止期間に入る直前に 1 MW のビーム
試験を実施しており、2020 年 6 月には 1 MW の
利用運転を 36 時間連続して行った。
　RCS においては、ビームロスの主要な原因とな
る空間電荷効果や電磁石の誤差磁場に起因する共
鳴現象などを、シミュレーションとビームスタディ
の両面から詳細に検討し、シミュレーションモデ
ルの改良を重ねながら大強度化を進めてきた。特
に空間電荷効果を低減するために導入されている
ペイント入射において、入射ビームを位相空間上
に分布させる範囲や経路を最適化することにより、
その効果を最大化させ [22]、さらにペイント入射
に誤差磁場由来の共鳴を補正する手法を組み合わ
せることで、入射のビームロスを大幅に低減する
運転が可能となっている。1 MW の連続運転にお
いても、RCS のビームロスは 0.2% (粒子数換算)
であり [23]、MW 級の陽子シンクロトロンにおい
ては世界最小であろう。
　また、先に述べたように RCS、MR のいずれ
も広帯域の周波数特性を持つ金属磁性体空洞を採
用し、無同調で使用しているが、空洞に発生する
ウェーク電圧はビーム加速の周波数を含む複数の
ハーモニクス成分を持つため、大強度ビームの
ローディング補償をマルチハーモニックで行う必
要がある。J-PARC では、ビーム電流信号を独自に
開発した電流モニターで検出し、高精度デジタル
制御システムによってフィードフォワードおよび
フィードバックを併用するローディング補償の機
構を開発している。この手法を用いることにより、
ビームロスの少ない安定な大強度ビームの加速が
可能となる [24]。
　今後も引き続き大強度ビームによる利用運転の
経験を重ね、標的容器の損傷に関する知見を蓄積
しながら設計を最適化してより信頼性の高い標的
容器を実現することで、今後数年のうちに 1 MW 
の利用運転を開始する予定である。
　図 6 に MR のビーム強度の履歴を示す。これ
までに FX で T2K 実験に供した最大ビーム強度は 
515 kW (2.66×1014ppp) で、固定標的実験のため
にシンクロトロンから取り出されるパルスあたり
の粒子数としては世界で最も高い値である。MR 

は 2011 年以降、パルスあたりの取り出し粒子数
で世界記録を更新し続けている。また SX でハド
ロン実験施設に供した最大ビーム強度は 60 kW 
(6.5×1013ppp) で、現存する遅い取り出しビームと
してはやはり世界最高の強度である。さらに取り
出し中に静電セプタム (Electrostatic Septum, ESS)
でのロスを低減するためにベータトロンチューンの
変化に同期させてバンプ軌道を制御するダイナミッ
クバンプの手法を用いることにより、99.5% の取り
出し効率を達成している [25]。これは遅い取り出
しにおいて世界で最も高い取り出し効率である。
　一方、これまでに MR では、高繰り返し化の実
現にむけて、様々な機器の開発研究や高度化を進
めてきた。一つはより高い加速勾配の実現である。
加速空洞用の磁性体としては、コアを製造する際
に磁場中で熱処理を加えることにより、運転開始
以来用いてきた金属磁性体よりもさらに高いシャ
ントインピーダンスが実現できる新たな金属磁性
体に着目した。それを加速空洞用に大型化する技
術をメーカーと共同で開発し、従来の 1.5 倍の加速
勾配を持つ空洞の実用化に成功した [26]。MR に
設置した 9 台の加速空洞は 2016 年までにすべてこ
の高加速勾配型空洞に置き換えた。
　また、高繰り返しに対応する主電磁石電源とし
ては、大容量コンデンサーバンクを用いて励磁エ
ネルギーを回収し再利用する電源の開発を行った。
2016 年に初号機を完成させ、詳しい性能評価を行っ
た後、量産に入った [27]。その他にも、高繰り返
し化に必要な入出射システムの増強、ビーム位置
モニタの高速化と高精度化にむけた回路系の開発
などを進めている。2021 年の夏から MR は 1年間
の長期の運転停止を計画しており、主電磁石電源
の入れ替えや入出射システム、ビームコリメータシ

図 6　MR のビーム強度の履歴．
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ステムの増強作業を行って、2022 年の秋から繰り
返し 1.32 s による利用運転を開始する予定である。
　2019 年、東大と KEK が共同で推進する Hyper-
Kamiokande 計画の予算措置が開始されたが、こ
の計画における主要な課題の一つは、長基線ニュー
トリノ実験のために FX のビーム強度を 1.3 MW 
に増強することである [28, 29]。現在、高周波加速
系の増設を中心とする 1.3 MW 化の準備を進めて
いる。一方、SX に関しては取り出し効率をさらに
改善することで 100 kW を大きく超えるビーム強
度の実現にむけた開発研究を行っている。ESS の
上流側に散乱体として低 Z の物質を配置すること
により ESS におけるビームロスを大幅に低減する
ビームスタディも始めている。
　MLF では、現在の実験装置群に加えて、新たに
第 2 ターゲットステーションを建設し中性子の輝
度を 20 倍、ミュオンの強度を 50~100 倍にする将
来計画の議論が開始されている。そこで想定して
いる RCS のビーム強度は 1.5 MW であり、その実
現にむけた大強度ビームのスタディやレーザーに
よる荷電変換技術の開発研究なども進めている。
　現在、J-PARC は、ニュートリノ、K 中間子、中
性子、ミュオンという 4 種類のビームで世界最高
クラスのビーム強度を実現している。それらの大
強度ビームを求めて、J-PARC には国内はもとよ
り世界中から研究者が集まり、数多くの優れた研
究成果を創出している。KEK-PS の伝統を受け継
ぎ、前史を含めると 30 年以上の長い歴史を持つ 
J-PARC 加速器は、それらの最先端の研究を可能
とする基盤施設として、今まさにその真価を発揮
している。今後もさらにビーム性能を高めながら、
世界の学術研究や科学技術の発展に多大な貢献を
続けていくであろう。

参考文献
[1] 永宮正治，原子核研究 50, 1 (2006)．
[2] 菅原寛孝，日本物理学会誌 66, 29 (2011)．
[3]  東京大学原子核研究所大型ハドロン計画推進作業部

会編，「大型ハドロン計画陽子リニアック ワーキン
グ・グループ報告 I」，JHP-10, KEK Internal 88-8．

[4]  東京大学原子核研究所大型ハドロン計画推進作業部
会編，「大型ハドロン計画陽子リニアック ワーキング・
グループ報告 II」，JHP-14, KEK Internal 90-16．

[5]  東京大学原子核研究所大型ハドロン計画推進作業
部会編，「大型ハドロン計画 リング・デザイン・グ
ループ報告 I」，JHP-11, KEK Internal 88-9．

[6]  A. Ueno and Y. Yamazaki,  Nucl.  Instrum. 
Methods. A300, 15 (1990)． 

[7]  T. Kageyama, Y. Yamazaki and K. Yoshino, Part. 
Accel. 32, 30 (1990)．

[8]  H. Ao and Y. Yamazaki, Phys. Rev. ST Accel. 
Beams 15, 011001 (2012)．

[9]  F. Naito et al., Proc. 1998 Linac Conf., p. 73 
(1998)．

[10]  JHF Project Office, "Proposal for Japan Hadron 
Facility", KEK Report 97-3 (JHF 97-1)．

[11]  JHF Project Office, "JHF Accelerator Design", 
KEK Report 97-16 (JHF 97-10)．

[12]  “Accelerator Technical Design Report for 
J-PARC”, KEK Report 2002-13, JAERI-Tech 
2003-044, J-PARC 03-01.

[13] Y. Yamazaki et al., Proc. PAC09, p. 18 (2009)．
[14]  K. Yoshino, E. Takasaki, et al., Proc. 20th Int. 

Linac Conf., p. 569 (2000)．
[15] Y. Mori et al., Proc. EPAC98, p. 299 (1998)．
[16] M. Yoshii et al., Proc. PAC07, p. 1511 (2007)．
[17] K. Hasegawa et al., Proc. IPAC10, p. 621 (2010)．
[18]  小関忠，長谷川和男，金正倫計，加速器 8, 74 

(2011)．
[19]  T. Koseki et al., Prog. Theor. Exp. Phys. 2012, 

02B004 (2012)．
[20] H. Oguri et al., Proc. LINAC2018, p. 29 (2018)．
[21]  K. Haga et al., J. Nucl. Sci. Tec. 55, 160 (2018)．
[22]  H. Hotchi et al., Phys. Rev. ST Accel. Beams 15, 

040402 (2012)．
[23]  H. Hotchi et al., Phys. Rev. ST Accel. Beams 20, 

060402 (2017)．
[24]  F. Tamura et al., Phys. Rev. ST Accel. Beams 22, 

092001 (2019)．
[25]  M. Tomizawa et al., Nucl. Instrum. Methods. A 

902, 51 (2018)．
[26]  C. Ohmori et al., Phys. Rev. ST Accel. Beams 16, 

0112002 (2013)．
[27]  Y. Kurimoto et al., JPS Conf. Proc., 011001 (2021).
[28] T. Koseki et al., Proc. IPAC2018, p. 966 (2018).
[29]  S. Igarashi, K. Satou, C. Ohmori et al., Prog.

Theor. Exp. Phys. 2021, 033G01 (2021).

第２章　研究プロジェクトからみた歴史



KEK創立 50 周年記念誌 159

J-PARC ハドロン実験施設
小松原 健＊

1.	始めに
　ハドロン実験施設は J-PARC の最も下流、東の
端（海岸から 400 m、海抜 6.2 m）に位置している。
主リング加速器からの“遅い”取り出し（現行 1) で
は 5.2 秒周期で 2秒間）の 30 GeV 一次陽子ビーム
を地下トンネル内にあるスイッチヤードの電磁石
群で 200 m 輸送し、半地下構造の実験ホール（現
行では幅 58 m、奥行き 56 m、高さは地上 16 m、
地下 6 m）にある粒子生成標的に照射し、最下流
のビームダンプで受け止めて吸収する。標的で生
成した K 中間子、パイ中間子などを二次ビームラ
インで複数の実験エリアに導いて、素粒子原子核
物理分野の固定標的型の実験を行う。実験ホール、
ホールに隣接する南実験棟、スイッチヤードへの
搬入棟、周辺にある機械棟・電源棟・圧縮機棟・
放射化物保管棟などを総称して「ハドロン実験施
設」と呼ぶ。
　この実験施設では、大強度ビームを用いた精密
測定や稀な現象の探索により未知の物理法則を発
見することを目指している。歴史的な経緯として、
原子核分野の大型計画としての位置付けとともに、
KEK-PS のエネルギー（12 GeV）とビームパワー
（遅い取り出し 1.2 kW）では限られていた実験プロ
グラムをその終盤の本格的な国際共同研究化とと
も に飛躍的に発展させる狙いがあった。

2.	建設
　予算措置は 2003 年度から始まり、2005 年度に
建屋の建設が始まった。サイトでは塩田遺跡、オ
オタカ営巣、地下水放出などがあった。2009 年 1
月に施設が完成し、2010年 1月に本格的に二次ビー
ムの供給を開始した。次の写真は実験ホールの土
木建築工事の略完成を記念した見学会（2007 年 7
月 27 日）での集合写真と最初のビーム受け入れ時
（2009 年 1 月 27 日）の記念写真である。
　建設に向けた開発と技術設計は、建設グループ

1)　2020 年 9月末現在。

の「ハドロン実験施設・設備サブグループ」「ハド
ロンビームラインサブグループ」「ターゲット・モ
ニターサブグループ」が担った。大強度ビーム（エ
ネルギー最大 50 GeV、ビームパワー最大 750 kW 
を想定）で安定運転するために耐熱性・耐放射線性・  
メンテナンスシナリオを重視し、施設の多用途性
と将来の拡張性を念頭に置いてビーム光学、ビー
ムライン機器、設備、制御、ビームモニタ、放射
線遮蔽、インターロックなどを設計し、モックアッ
プによる検証も行った。標的のすぐ下流では真空
パイプを用いず、銅のコリメータと電磁石数台を
大型の真空チェンバーの中に設置した。予算的な
制約から、KEK-PS で用いられたビームライン機器
を改造するなどして再利用し、リサイクル鉄によ
る遮蔽ブロックも用いている。次ページの写真は
完成間近（2008年 12月）のホール内の様子を上流
側から撮影したもので、CERN Courier 2009 年 3
月号に掲載された。

3.	実験プログラムの立ち上げと運営
　ハドロン実験施設で行う実験の進め方は研究会
や国際ワークショップを開催して検討し、KEK 素
粒子原子核研究所（素核研）の研究計画委員会でも
議論された。

＊　 1992 年に東大原子核研究所高エネルギー物理研究部に就職、KEK 
田無分室を経て2000年より KEK 素粒子原子核研究所。2013年 11
月よりハドロン実験施設の施設管理責任者。

J-PARC ハドロン実験施設
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　2002 年 7 月 1 日に Letters of Intent （LoIs） を
募集し、12 月 31 日締め切りで 30 通が提出され
た。著者は述べ 478 名で、その三分の二は国外の
機関からであった。実験のプロポーザルを審査す
る Program Advisory Committee （PAC）が組織さ
れる前の会議体として、国内から 13 名、国外から
3 名の委員で構成される実験施設委員会（Nuclear 
and Particle Physics Facility Committee、NPFC）  
2003 年 3 月 22 日と 6 月 26 〜 28 日に各 LoI のプ
レゼンテーションを聞き、アセスメントを行い、
ビームへのリクエストを整理した上で議論を行っ
た。それをもとにして建設グループ内のワーキン
ググループが作成した “Beamline Layout Plan of 
the Hadron Experimental Hall” （2004 年 2 月）を 
NPFC が 2004 年 2 月 16 日に開催した最後の会議
で承認し、実験ホール内の二次ビームラインのレ
イアウト案と初期の方針が定まった。すなわち、
予算的な制約から 2008 年度までの建設では電力・
冷却水・実験用設備が二次ビームライン一本、実
験装置一台分に限定されるという前提で
• 低運動量の荷電 K 中間子ビームラインを高い
優先度で建設し

• 中性 K 中間子ビームラインやテストビームラ
インなどのビームラインを引き続き建設できる
可能性を残し、順次拡充していく

という方針で建設が進められた。
　2005 年 11 月 1 日にプロジェクトディレクター
と素核研所長の連名でプロポーザルが公募され、
2006 年 4 月 28 日までに 20 件 2) が提出された。
PAC が正式に組織され、第 1 回は 2006 年 6 月 30

2)　 T2K 長基線ニュートリノ振動実験のプロポーザルと、3 件の LoIs 
を含む。最初はプロポーザルと LoI を同等にナンバリングしていた。
後に整理がされ、LoI は別扱いとしている。

日〜 7 月２日に開催された。現在は PAC を年に二
回、1 月と 7 月に東海で開催するのが通例となって
いる。2020年 7月の第 30回 PACは 20〜 22日に、
新型コロナウィルスの影響により初めて、オンラ
イン形式で開催した。
　プロポーザルの採択は二段階方式をとっている。
scientific merit と experimental methods をもと
に stage-1 status を得た実験提案は、安全・コスト・
外部資金・人員を含むより詳細な Technical 
Design Report を用意し、KEK 内の委員で構成
される Facilities Impact and Finance Committee 
（FIFC） という委員会で技術評価がされ、stage-2 
approval を得て正式な課題採択となる 3)。後述する
ハドロン実験施設における事故の後で、FIFC の役
割が強化された。PAC は stage-1 status と stage-2 
approval を勧告し、approval letter は KEK 素核研
所長と J-PARC センター長の連名で出される。
　PAC の委員は 15 人以内、2019 年度より 17 人以
内、で KEK 素核研の運営会議の議を経る。任期は
四年で二年ごとに半数が改選される。第 1 回の委
員会は国内から 10 名、うち KEK 素核研から２名、
国外から 5 名の委員で構成されていた。現在の委
員会は国内から 7 名、うち KEK 素核研から 2 名、
国外から 9 名の委員で構成されている。発表と議
論はすべて英語で行われ、英文の Minutes が作成
される。PAC はプロポーザルを審査するだけでな
く、加速器や施設の運転そして採択された実験の
準備や実施の状況について報告を受け、ビームタ
イム割り当てのガイドラインや中長期計画の方針
などへの助言も行う。ハドロン実験施設関係では
これまでに、テスト実験を除くと 40 件のプロポー
ザルが提出され、11 件がビームタイムを終了し、3
件が実施中、7件が stage-2 approval を得て実施待
ち、8件が stage-1 status となっている。
　KEK-PS の共同利用実験では実験企画調整室が
実験費や旅費の配分を行なっていた。J-PARC の実
験では施設をラボ側がプロジェクト経費により、
測定器を実験グループ側が外部資金により、調達
する原則となっている。マシンタイムや運転スケ
ジュールは、KEK の主リング加速器と素核実験の

3)　 テスト実験に対してはこの限りでは無い。一方で、特別な委員会に
よるレビューや J-PARC センターによる安全評価が行われることも
ある。

第２章　研究プロジェクトからみた歴史
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スタッフが中心の J-PARC Particle and Nuclear 
Physics Coordination committee （JPNC） という
委員会と J-PARC センターのマシンタイム世話人
会で協議し調整する。ユーザとの情報交換の場と
して、主リング加速器の運転期間中にランミーティ
ングを開催している。

4.	ビームラインと研究成果
　2012 年の時点での実験ホール内の平面図を次に
示す。左側（西）が上流、右側（東）が下流で、中央
の一次陽子ビームライン（Aライン）の周りをコン
クリートや鉄の遮蔽体で囲み、その内部（一次ビー
ムライン室）を常時人が立ち入れない閉じ込め空間
としている。Aラインに設置した T1 標的で生成し
た粒子を上側（北）の K1.8、K1.8BR と下側（南）の 
KL、K1.1BR の四つの二次ビームラインで各々の
実験エリアに導く。
　これまでにビームタイムを終了した実験と実施
中の実験を表にまとめる。

ビーム 実験
Aライン - K1.8 ビームライン
π－ E19 Θ+ ペンタクォーク粒子の探索
π＋ E27 K－pp 束縛状態の探索
π－ E10 ハイパー核  の探索

K－ E13 ハイパー核  と  の γ 線分光

K－ E05 ハイパー核  の探索

K－ E07 ダブルストレンジネス核の測定
π± E40 Σ± 粒子と陽子の散乱断面積の測定
K－ E03 Ξ－ 鉄原子の X 線分光

A ライン - K1.8BR ビームライン
K－ E15 中間子束縛原子核  の探索
K－ E31 Λ（1405） 共鳴状態の解明
K－ E62 K－-3He 及び K－-4He 原子の X 線分光

A ライン - KL ビームライン
KL E14  崩壊の探索

A ライン - K1.1BR ビームライン
K＋ E36 Γ（K＋→ e＋ν）/Γ（K＋→ µ＋ν）の測定

B ライン
p E16 原子核中の φ 中間子質量スペクトルの測定

　K1.8 ビームラインは荷電粒子を 6 度方向に取り
出して二基の静電セパレータを通して 46 m 輸送
し、最大 1.8 GeV/c 程度の運動量の K- 中間子で実
験を行う。K1.8 の初段の静電セパレータの後で

K1.8BR ビームラインに分岐し4)、31 m 輸送した0.8
∼1.1 GeV/c の運動量の K- 中間子を実験に用いる。
北側の二次ビームラインの建設が最初に行われ、
K1.8BR ビームラインで 2009 年 2 月 11 日に二次
粒子ビームの発生及びその輸送に成功し、3 月 25
〜 26 日に東海で開催した「J-PARC ハドロン実験
ホールへの最初のビームを記念するワークショッ
プ」で K1.8BR での K 中間子生成の確認が報告さ
れた。下の写真はワークショップの集合写真であ
る。

　K1.8 ビームラインと K1.8BR ビームラインでは
主にストレンジネス核物理、すなわち、原子核中
の核子をストレンジクォークを含むバリオンであ
るハイペロン粒子 Λ、Σ、Ξ、... に変換してハイパー
核（超原子核と呼ぶこともある）や高密度核物質を
生成しその性質を測定する、あるいはエキゾティッ
クな粒子や状態の探索をする実験を行う。K1.8 実
験エリアには最初に KEK-PS の SKS 超伝導スペク
トロメータをつくばから移設し 2013 年まで E19
実験、E27 実験、E10 実験を実施した。2015 年か
らは E13 実験と E05 実験を、さらに SKS スペク

4)　 上流部を共有する K1.8 ビームラインと K1.8BR ビームラインは同
時に運転することができない。片方の実験エリアでデータを収集し
ている期間にもう片方のエリアで次の実験のセットアップを準備す
る、という運用をしている。

J-PARC ハドロン実験施設
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トロメータを南側フロアに移設し KURAMA スペ
クトロメータを設置して、カウンターと原子核乾
板のハイブリット検出器による E07 実験を実施し
た。2019 年から 2020 年にかけて E40 実験を実施
し、2021 年夏までに E03 実験と H ダイバリオン
粒子を探索する E42 実験を予定している。K1.8BR 
実験エリアには“ドラエモン”の愛称で呼ばれる
円筒形のスペクトロメータを設置して、2013 年か
ら E15 実験、E31 実験、E62 実験を実施した。物

理の成果として特に、Λ 粒子が  ハイパー核で
原子核の荷電対称性を破る現象の発見と重いハイ

パー核  の構造解明に成功（E13）、K- 中間子と
二つの陽子からなる原子核 K-pp の発見（E15）、Be 
原子核を芯とする新種の二重ラムダハイパー核の
発見（E07）を挙げる。これらの成果は原子核物理
分野のみならず、中性子星の中心部にできる超高
密度状態の解明にも貢献すると期待される。
　KL ビームラインは 16 度方向に粒子を取り出し、
コリメータと電磁石で中性の粒子のみを 20 m 輸送
して平均運動量 2.1 GeV/c の中性 K 中間子 KL の崩
壊を測定する。2013 年より、KEK-PS の E391a 実
験の検出器をつくばから移設し日米協力による米
国 Fermilab からの CsI 結晶カロリメータで増強し
た測定器を用いて、E14 （KOTO）実験が CP 対称
性を破る稀な崩壊  の探索を開始した。
2015 年に収集したデータの解析で E391a 実験が得
た世界最高感度を十倍更新し、素粒子物理分野に

おける物質と反物質の違いの解明と新しい物理の
探索を継続している。K1.1BR ビームラインは荷電
粒子を 6 度方向に取り出して一基の静電セパレー
タを通して 22 m 輸送する。2013 年までは新しい
検出器の性能を評価するテスト実験に用いられた。
KEK-PS のトロイダルスペクトロメータをつくばか
ら移設し、2015 年に K+ 中間子の静止崩壊による 
E36 実験を実施した。その後で K1.1BR 実験エリ
アを解体し、南側フロアでの新しいビームライン
の建設に進んだ。
　2020 年 5 月 24 日より新設の一次陽子ビームラ
イン（B ライン）の調整運転を開始し、6 月 24 日
付で施設検査に合格して運用を開始した。下の図
のように、スイッチヤードの電磁石群の途中に
Lambertson 型電磁石を設置し、A ラインに輸送さ
れる陽子ビームのうち千分の一から一万分の一を
磁場で曲げて B ラインに分岐させる。これにより、
Bラインでは 30 GeV の陽子ビーム 5) を直接実験に
使うことができる。ホール内に新設された B ライ
ン陽子ビーム実験エリアには、東大原子核研究所
の FM サイクロトロンに用いられた電磁石を設置
し、陽子ビームをエリア内の実験標的に照射して
生成した φ 中間子の質量スペクトルが原子核中で
変化するかどうかを検証する E16 実験を開始した。
主リングからの 8 GeV の陽子をホール内を通して
南実験棟6)まで輸送する新しい一次陽子ビームライ
ン（C ライン）の建設も継続している。南実験棟

5)　この陽子ビームは、国内でこれまで最も高いエネルギーである。
6)　 新しいビームラインや運転管理室を設置するための建屋で、2015

年 3月に竣工した。
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では、このビームで π 中間子さらにミュー粒子を
生成し、ミュー粒子が素粒子標準模型の荷電レプ
トン数保存則を破って電子に変換する稀な事象を
探索する COMET 実験の準備を行っている。
　ここで紹介した実験は、いずれも国際共同研究
として、50 〜 100 人規模（COMET 実験は 200 人
以上）の共同研究者により行われている。

5.	ビーム運転の履歴
　ハドロン実験施設の A ラインでのこれまでの
ビーム運転の履歴を下の図に示す。横軸に年月日
を、縦軸にその時々の平均ビームパワーをヒスト
グラムで、運転開始からの蓄積ビームパワーを折
れ線グラフで示している。
　最大ビームパワーは 2015 年に 42 kW、2017 年
に 51 kW に到達 7) している。ビームパワーの増加
により、ストレンジネスが －2 の二重ラムダハイ
パー核、Ξ－ ハイパー核、Ξ－ 原子の研究が本格化
しており、稀崩壊  の探索の効率も向上
している。
　T1 標的は、建設期にはニッケルの複数の円盤を
回転させて直接水冷する方式を開発していた。K 
中間子の収量を増やすため、断面が 6 mm 角で長
さが 66 mm の金に五カ所の切り込み（スリット）
を入れて銅の台座に接合しその銅を冷却水で冷や
すことで標的を間接的に冷却する方式を用いてい
る。T1 標的では一次陽子ビームの半分が相互作用

7)　 遅い取り出しの陽子ビームパワーの world record は、米国 
Brookhaven 研究所の AGS 加速器が 1995-97年の 24 GeV 運転で達
成した 67 kW である。このとき AGS は取り出したビームを分岐し、
複数の標的に照射していた。2002 年の 22 GeV 運転では、50 kW 
のビームを単一の標的に照射した。

し、残りのビームはビームダンプで吸収される。
　蓄積ビームパワーも順調に増えており、運転時
間に比例して研究成果を挙げられる状況にある。
ヒストグラムが“歯抜け”ているように見えるのは、
電気代の高騰により主リング加速器の運転経費が
不足し運転時間が充分に確保できていないためで
ある。
　初期に長い運転停止期間があった。最初は 2011
年 3 月 11 日の東日本大震災によるもので、ハドロ
ン実験施設も被災した。機器に損傷は無かったが、
ホール外の地表レベルが数十 cm沈下し、ビームラ
インを再測量し遮蔽体を再設置する必要があった。
次は 2013 年 5 月 23 日にハドロン実験施設で発生
した事故によるもので、再発防止策を実施し施設
と機器の改修を行って 2015 年 4 月 24 日に利用運
転を再開した。事故と再開までの経緯を次に述べ
る。

6.	事故（2013 年 5月）
　まず、事故により加速器科学に関わる全ての方々
にご心配とご迷惑をおかけしたこと、事故以降 J- 
PARC は施設の利用運転を停止し、2013 年夏の
シャットダウンまでに予定されていたビームタイ
ムがキャンセルされた 8) ため、実験を予定されてい
た研究者の方々に多大なご迷惑をおかけしたこと
を、改めてお詫び申し上げます。

8)　 J-PARC のハドロン実験施設以外の五施設については、後述する有
識者会議などにおいて、放射性物質の漏えいや 標的の損傷への対
策がすでになされていると評価された。 加速器の性能確認の後に
2014 年 2月 17日に物質・生命科学実験施設の利用運転を、5月 26
日にニュートリノ実験施設の利用運転を再開した。

J-PARC ハドロン実験施設
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6-1.	あらまし
　5月 23日には、24 kW のパワー（6秒周期で3×
1013 個の陽子）のビームが主リング加速器からホー
ルに供給されていた。11:55 に、ビームの遅い取
り出しに用いる EQ 電磁石の電源の突然の誤作動
により、ワンショットだけ、2×1013 個の陽子が 5
ミリ秒で取り出された。この誤作動の原因は後に、
外部から電源に入力された電流指示値を電源内部
で伝送するシステムの一部に一時的な不具合が発
生したためであることが確認された。不具合は、
定電圧電源基板で電圧低下が生じたことに起因し
ている。基板に用いられている部品の発熱への対
策が不十分であったために経年劣化が進み、誤作
動に至ったものと考えられている。
　この短パルスのビームの照射によって、T1 標的
が高温になり、損傷した。標的の観察を、ファイバー
スコープを用いて 2013 年 12 月に行った。標的の
後方に直径 1 mm 程度の穴が開いており、スリッ
ト部分から金が漏れ出た痕跡が認められた。下の
写真は標的のビーム下流方向に向かって左側の側
面で、標的のスリットの部分に少量の金が溶け出
たように見える。また同台座底面に金色に光る飛
沫のような点が見られる。金標的の内部の温度が
融点（摂氏1064度）さらに沸点（摂氏2856度）を
超えて、融解金の一部が気化して急激な体積膨張
が生じ、液化した金の一部分を押し出したものと
考えられる。
　標的の損傷により標的内にあった放射性物質が
飛散し、標的が置かれていた一次ビームライン室

からホール内へ漏えいした。事故発生後にハドロ
ン実験施設の放射線管理区域に入った作業者 102 
名のうち 34 名（全員が放射線業務従事者）につい
て、0.1 から 1.7 ミリシーベルトの被ばくを確認し
た。放射性物質はさらに、ホールの排風ファンを
動かしたために、管理区域外へ漏えいした。拡散
した放射性物質による放射線量は、施設に最も近
い事業所境界で 0.17 マイクロシーベルトと評価さ
れた。
　事故対応の問題点として ① 放射性物質を施設外
及び周辺環境に漏えいさせたこと、② ホール内で
作業者が放射性物質を吸入し内部被ばくをしたこ
と、③ 国・自治体など関係機関への通報連絡（5月
24日 22:40）と公表が遅れたこと、がある。機器や
施設の安全対策（“ハードウエア”）と安全管理とそ
の体制（“ソフトウエア”）の両方に問題があった。

6-2.	事故対応の取り組み
　J-PARC センターではセンター構成員が一丸とな
り、事故の原因と事故対応の問題点の調査を行う
とともに、事故の再発防止策と安全管理体制の構
築に向けた作業に取り組んだ。
　文部科学大臣の要請に基づいて「事故検証に係
る有識者会議」が設置され、2013 年 6 月から 8 月
にかけて六回にわたり、事故の原因と再発防止策
について審議していただいた。有識者会議の答申
書は 8 月 27 日に JAEA と KEK の両長に手交され
た。文部科学省には、答申書と JAEA、KEK それ
ぞれの安全体制の確認報告をまとめた「措置報告」
を提出した。原子力規制委員会 9) には法令報告第一
報、第二報、第三報を提出した。法令報告と同時
に、同内容の事故報告書を関連自治体 10) に提出し
た。J-PARC 周辺に住んでおられる地元の皆様に事
故と事故後の取り組みを説明する会を、6 月中旬と
10 月末〜 11 月初めに開催した。
　文部科学省、規制委員会、茨城県、東海村や関
連自治体への対応を次の表にまとめる。

9)　 加速器は放射線発生装置であり、その使用は規制委員会の許可を得
なくてはならない。

10)　 JAEA 原子力科学研究所内の施設は茨城県、東海村などの関連自
治体との原子力安全協定のもとにある。原子炉や核燃料施設にと
どまらず、加速器施設や RI 施設も含まれる。

第２章　研究プロジェクトからみた歴史
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5 月 31 日 規制委員会に法令報告第一報を提出
6月 18 日 規制委員会に法令報告第二報を提出
6月 21 日 東海村の原子力安全対策懇談会で議論
8月 12 日 規制委員会に法令報告第三報を提出
8月 21 日 第 19 回規制委員会で議論
9月 4日 東海村の原子力安全対策懇談会で議論
9月 10 日 茨城県の原子力安全対策委員会で議論
9月 26 日 文部科学省に答申書と措置報告を提出
11 月 7日 原子力規制庁による現地確認
12 月 5日 関連自治体による立入調査
12 月 13 日 茨城県の原子力安全対策委員会で議論

6-3.	原因と再発防止策
　今回の事故のハードウエア面の問題点として、
EQ 電磁石電源の誤作動、ハドロン実験施設の気密
の不備と排気設備の不備、放射線モニタの不備が
抽出された。対策として、電源の誤作動や異常ビー
ムの再発防止とともに、ハドロン実験施設で用い
る標的を入れる容器を気密化し一次ビームライン
室の気密も強化する、ホールは排風ファンを封止
した上で排気は監視しながらフィルタを通すよう
にする、J-PARC 施設全般で放射線を監視するモニ
タを強化する、を実施することになった。
　ソフトウエア面については、事故時の行動から
抽出された問題点として、異常時や緊急時の責任
体制と指揮系統が不明確であった、放射線安全の
審査体制とくに潜在リスクの評価と備えが不十分
であった、情報の集約や共有が不足し判断と行動
の基準も不明確であった、センター構成員やユー
ザへの安全教育が不十分だった、などがあげられ
た。安全管理体制の強化策として、センター全体
の安全を統括する副センター長が 2013 年 10 月に
着任し、センターの安全管理部門を研究推進部門
から分離して独立性を高め、施設管理責任者を東
海常駐として責任者と代理者を含めた常時対応が
可能な体制にした。また、外部有識者などで構成
される「放射線安全評価委員会」を設置し、この
委員会には作業部会を設置する権限を持たせ、専
門家メンバーによる実効的議論と技術的検討が行
えるようにした。規程やマニュアルを改訂し、判
断と行動の基準を明確にした。新しい安全管理
体制でのセンター構成員とユーザに対する安全教
育、放射性物質漏えい事故を想定した訓練 11)、そし
11)　 2013 年度 11 月 15 日に物質・生命科学実験施設で、2014 年 1 月

20日にニュートリノ実験施設で実施した。

て安全文化の醸成のための取り組みの一つとして、
2013 年 12 月 11 日に東京で「加速器施設安全シン
ポジウム」を開催し、国内外の加速器施設におけ
る安全管理の経験と課題を共有し討論した。

6-4	施設と機器の改修
　ハドロン実験施設では再発防止と安全強化のた
めの施設と機器の改修を 2013 年 10 月より“ハド
ロン改修タスクフォース”を組織して進めた。10
月 8 日と 9 日にハドロン実験施設の標的等改修に
係る国際評価委員会を開催し、改修計画をレビュー
していただいた 12)。金標的観察の作業が2013年 12
月中に完了し、2014 年 1 月よりホール内外での改
修作業が本格化した。ホールの北側と南側の天井
部にあったすべての排風ファンの撤去・封止を 1
月 10 日に完了し、ホールの排気管理設備と汚染検
査室、ホール搬入口のテントヤードを 3 月末まで
に新設した。9 月 19 日に損傷した旧標的とそれが
入った容器を撤去して、9月 30 日に気密容器に入っ
た新しい標的を設置した。放射線モニタ関係の設
備の強化は 11 月に終了した。一次ビームラインの
気密強化の作業が 12 月 28 日に終了し、改修作業
は 2015 年 1 月 7日に完了した。
　改修の要点をまとめると次のようになる。

EQ 電磁石電源の誤作動への対策 誤作動の発生部分
である電源基板を放熱対策を施した基板に交換
するとともに、遅い取り出しで他の要因により
何らかの異常ビームが発生しても異常ビームの
出力を小さくし標的を損傷させないよう対策を 
EQ 電源へ施した 13)。

新しい標的 長さ 66 mm の金を銅の台座の上に設置
して冷却する方式はこれまでと同じで、標的を
二つ、銅も二山にして（次ページの写真）、ビー
ムが当たる標的を駆動装置によって交換できる
ようにした。銅を冷やす冷却水配管の位置を再
検討し、冷却の効率を二倍に改善した。標的温

12)　 2014 年 1月 29日には進捗状況についての報告会を開催し、7月 4
日にはその後の進捗を委員に報告した。

13)　 インターロック機能の強化と高速化として、EQ 電源での「電流偏
差異常」の取扱、そのフィードバック、EQ 電源の最大電流値設定、

「電源非常停止」検知後の停止開始までの応答時間、などに対策を
実施した。

J-PARC ハドロン実験施設
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度の読み出しの間隔を 1 秒から 0.1 秒にした。
また、標的に当たる場所でのビームの幅を横に
広げ、標的の温度上昇を少なくした。標的の断
面も 15 mm×6 mm とした。

標的容器の気密化 気密化した新しい容器（次の写
真）を製作してその中に標的を入れ、さらに中
を不活性ガスであるヘリウムで満たすようにし
た。ヘリウムガスの循環系を新たに設けて、ガ
スの放射性物質濃度に異常がないことを監視
し、異常を検知したときは回収タンクに切り替
えてガスと放射性物質を閉じ込めるようにし
た。ビーム窓にはチタン合金を使用した。

一次ビームライン室の気密強化	一次ビームライン室
天井部の遮蔽体を全域（奥行き 40 m）にわたっ
て二重に気密シートで覆い、実験エリアにつ
ながる二次ビームラインへの開口部の空気隔壁
を二重化し、一次ビームラインに電力を供
給するケーブルの貫通口にコーキング処理を

施すことで、気密を強化した。施工箇所で気
密がとれていることを測定により確認して作
業を進めるとともに、煙試験により全体の気
密を確認した。天井部遮蔽体の気密強化作業
中の様子と作業後のホール内の様子の写真を
次に示す。

実験ホールの改修 排気管理設備、汚染検査室、テ
ントヤードの設置と運用により、ホール内空
気の排気を管理し、ホールへの入出の管理を
行えるようにした 14)。

放射線モニタの強化 ホール内には、ガンマ線や中性
子線の量を測る空間線量モニタを設置してい
る。空気モニタを新設して、一次ビームライ
ン室の空気中の放射性物質濃度とホール内の
空気中の放射性物質濃度を監視している。ホー
ル内及び測定室にディスプレイを設置して、
放射線モニタの情報を確認できるようにした。
さらに、ホール内にフラッシュランプとスピー
カーを設置し、緊急時にはホール内の作業者
に迅速な退避を促す事ができるようにした。

14)　 ホール内は現在、放射化物による汚染が想定される「第一種放射
線管理区域」として運用している。
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　新しい施設と機器では、短パルスのビームが出
ないようにする、仮に標的が損傷するようなこと
があったとしても気密化した容器とヘリウムガス
循環装置によりそれを検知して閉じ込める、その
外側にある一次ビームライン室の気密を強化し、
さらにホール内の空気を管理することで、放射性
物質が出て行くことが無いよう多重の備えをして
いる。

6-5.	ソフトウエア面の継続的な取り組み
　J-PARC センターでは安全管理とその強化のため
の取り組みを継続して行っている。2014 年度には、
安全関係の人員を増員するとともに 24 時間連続の
放射線監視体制にした。放射線安全評価委員会は
2013 年 11 月から毎年度数回開催している。安全
教育は理解度確認テストとともに実施し、外国人
の作業従事者のための英語による教育も実施して
いる。
　事故発生からの節目となる 2014 年 5 月 23 日、
2015 年 5 月 22 日、2016 年 5 月 20 日には J-PARC 
センター構成員全員を対象にした「安全文化醸成
研修会」を開催した。2017 年度からは「J-PARC 
安全の日」として年に一回、安全情報交換会と安
全文化醸成研修会を開催している。「加速器施設安
全シンポジウム」は 2015 年 3 月 6 日に東海で第二
回を開催しそれ以降も毎年度、東海で二日間かけ
て開催している。第三者による安全監査と安全評
価として、J-PARC の安全監査を毎年度、外部の有
識者二名の監査委員により実施している。様々な
異常事象の発生を想定した「非常事態総合訓練」
を J-PARC の各施設を想定して毎年実施し、スタッ
フが緊急時の通報連絡と組織的対応に関する経験
を積むことで、的確な対応がとれるようにしてい
る。

6-6.	利用運転再開までの経緯
　標的の交換作業を終えた後の 2014 年 10 月 29 日
に「事故検証に係る有識者会議」の第七回が開催
され、
• 答申書に沿って、施設設備の改修、及び安全
管理体制の見直しが行われたものと判断する。

• 可及的速やかにハドロン実験施設が再開され

ることを期待するが、再開にあたっては、地
元住民に誠意ある丁寧な説明をし、地元から
の理解を得ること。

との提言を受けた。11 月 25 日に、J-PARC と原科
研の合同で、ハドロン実験施設での放射性物質漏
えいを想定した訓練を実施した。茨城県、東海村
や関連自治体へは下の表のような対応を行った 15)。

12 月 1日 関連自治体による立入調査
1月 16 日 関連自治体による立入調査
2月 9日 東海村の原子力安全対策懇談会で議論
3月 5日 茨城県の原子力安全対策委員会で議論
3月 24 日 茨城県知事と東海村長に再発防止に係る

措置結果報告書を提出

　地元の皆様に再発防止に関するこれまでの取り
組みを説明する会を 4 月 3 日、4 日、5 日の三回
開催した。それ以降の経緯を下の表にまとめる。4
月 17 日に登録検査機関が施設検査を行い、運転
中の放射線レベルを実際に測定して検査基準を満
たしていることを確認し、気密の強化を実施した
一次ビームライン室の天井遮蔽の構造などの確認
を行った。4 月 24 日、報道関係者への説明の後、
11:03 にハドロン実験施設の利用運転を事故時と同
じ遅い取り出しのビームパワー（24 kW）で再開し
た。

4月 9日 午後 報道関係者への説明と
ハドロン実験施設の公開

夕方 ビームによる性能確認を開始

19:48 加速器のビームの行き先に
ハドロン実験施設を設定

23:11 加速器からハドロン実験施設へ
事故後初めて陽子ビームを取り出し

4月 10 日 19:24 ビームを新しい標的に初照射

21:12 ビームを連続で標的に照射する試験を開始

4月 13 日 午前 施設検査と同じ条件で自主検査を実施

4月 17 日 施設検査を実施

4月 21 日 施設検査の合格（4月 20日付）を受領

15)　 2015 年 1 月 16 日の立入調査の最中に物質・生命科学実験施設
第 2 実験ホールで火災が発生し、J-PARC は施設の利用運転を停
止した。1月 27日に開催された茨城県の原子力安全対策委員会で
はその対策が議論された。ニュートリノ実験施設は 2 月 25日に、
物質・生命科学実験施設は 2月 26日に利用運転を再開した。

J-PARC ハドロン実験施設
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　地元自治体、関係機関、多くの関係者のご理解
とご協力、そして研究再開を望むたくさんのユー
ザからのご支援をいただくことにより、J-PARC 全
施設の利用運転を再開することができました。心
より御礼申し上げます。

7.	これから
　再開後の利用運転は六年目に入り、この間、ハ
ドロン実験施設は安全安定な運転を継続している。
遅い取り出しの調整あるいはスタディ時には、T1 
標的でのビーム幅を広くしかつ迂回する軌道を設
定することで、標的の損傷が起こらないようにし
ている。また、2015 年 10 月より、通常と異なる
遅い取り出しを検知したら取り出しを直ちに中止
して残りのビームを加速器のダンプへ導く仕掛け
（“SX abort”）を導入し、標的の健全性や放射線モニ
タなどを確認してから運転を再開することで、実
験施設の安全をより一層担保できるようになった。
　2014 年に設置した標的は 2015 年 4 月から 2019
年 4月まで 16) 利用運転に用い、健全性を保ちながら
ビームパワーを最大 51 kW まで上げた。不具合（金
の標的を銅の台座に接合している部分の劣化によ
る冷却効率の低下など）や損傷は無かった 17)。六ヶ
月の冷却期間の後に 2019 年 11 月に標的の交換作
業を行い、新しい気密容器に入った新しい標的（下
の写真）を設置して 2020 年 5 月から用いている。

16)　4,900 時間で積算陽子数 1.5×1020 のビームが標的に照射された。
17)　 ビームが当たる方の標的をもう片方に駆動装置で交換する必要は

生じなかった。

標的と台座のセットを二個用意し、上下反対にし
て 0.3 mm の隙間で組み合わせて一つの標的とし
ている。気密容器のビーム窓の材質は、熱伝導率
が良く放射線損傷や表面残留放射線量も少ないベ
リリウムに変更した。この標的システムでは、現
行の 5.2 秒の繰り返しで最大 95 kW のビームを
受けることができる。2021 年夏から一年間の長期
シャットダウンの間に予定されている主リング電
磁石の電源増強により、ビームパワーの増強と遅
い取り出しの時間構造の改善が見込まれ、既存の
ビームラインでの更なる成果創出が視野に入って
いる。100 kW を超えるビームに対応する次期の新
標的の開発も行っている。
　ハドロン実験施設では今後、実験ホールを拡張
し複数の標的を設置することで、現行のホールに
収まらない新たなビームラインによる新しい研究
を展開する「ハドロン実験施設の拡張」を計画し
ている。COMET 実験の大強度対応も計画してい
る。これらは、日本学術会議のマスタープランや
文科省のロードマップにも掲載され、準備が進ん
でいる 18)。
　これまでの運転や 2013 年の事故から学んだ多く
の教訓をもとに、これからも施設運用のための課
題を克服し、世界をリードする原子核・ハドロン・
素粒子研究の拠点施設として国内外の研究者から
の期待に応えていく。

18)　 さらに将来の可能性として、ストレッチャーリングの増設で利用
時間の大幅な拡大を可能にすることや、重イオンビームによる実
験も議論されている。
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J-PARC ニュートリノ実験
石田卓 1、市川温子 2,3、大谷将士 4、大山雄一 1、 
荻津透 5、木河達也 3、小中哲 6、小林隆 1、 
坂下健 1、関口哲郎 1、多田将 1、塚本敏文 1、 
中平武 1、中村健蔵 1,7、中家剛 3、藤井芳昭 1、
横山将志 8  
1 KEK/J-PARC 素核研，2 京大理，3 東北大理， 
4 KEK/J-PARC 加速器，5 KEK 超伝導低温工学セン
ター，6 TRIUMF，7 Kavli IPMU，8 東大理

1.	着想から予算獲得まで
　1998 年のスーパーカミオカンデ (SK) による
ニュートリノ振動の発見を受け、次のステップを
模索する動きが加速した。日本では、JHF 計画 (の
ちの J-PARC) でニュートリノビームを生成し SK 
に向けて打ちこむ JHFnu 実験が検討され、2001
年に Letter of Intent (LOI) としてまとめられた
[1]。ここで、当時議論されていたニュートリノファ
クトリーなどのような実現可能性が見通せない技
術に頼らず、通常のニュートリノビームでもミュー
オンニュートリノ (νμ) ビームから電子ニュート
リノ (νe) への変化を高い感度で探索可能であり、
ニュートリノ振動パラメータの一つである混合角  
θ13 を測定し、ニュートリノ振動での CP 位相角 
δCP の測定につなげられる事が示された。
　その後、2001 年 11 月にカナダにニュートリノ
に関心を持つ研究者が 1 週間集まって率直に話し
合う TRIUMF 主催の会議 “Workshop on future 
opportunities in neutrino” が開催され、当時 SK 
のリーダーで一年後に KEK 機構長となる戸塚洋二
さんや日本の加速器ニュートリノ実験のリーダー
であった西川公一郎さんをはじめ、世界のリーダー
の多くが参加した1)。 JHFnu では国際協力を幅広く
進めていく方針がとられ、戸塚さんのヨーロッパ
での知り合いや西川さんのアメリカでの知り合い
に声を掛け、TRIUMF の小中哲はカナダグループ
と、それに加えてイギリスグループを立ち上げた 
Dave Wark 氏などを勧誘した。後に T2K (Tokai-
to-Kamioka) と称するようになり、また J-PARC 
の PAC で E11 として正式に認められ、KEK/
1)　 この会議の直後に SK の光センサーの事故が起こり、戸塚さんが帰

国後の空港でそれを知る事となった。

J-PARC と東京大学宇宙線研究所の共同ホストによ
り実施されているこの実験は、参加人数でも参加
国数でも日本の素粒子実験分野では初の本格的大
型国際共同実験となり、2003 年の Collaboration 
Meeting で西川さんが初代 spokesperson に選出さ
れた。その後 2007 年 2月に初代 International Co-
spokesperson として英国の Dave Wark 氏が選出
された。
　しかし、2001 年度に開始された J-PARC の第 I
期建設予算にニュートリノ実験施設は含まれてい
なかったのである。当時、文部省担当官に聞いて
も大強度陽子加速器計画推進部の永宮氏に聞いて
も、異口同音に返ってきた答えは K2K 実験が実施
中であるためという、学問の論理を全く顧みない
ものだった。この苦境を救ってくれたのが 2000 年
の末に文部省から菅原機構長にかかってきた 1 本
の電話であった。「大蔵省も好意的なのでニュート
リノ実験施設を I 期計画に含めるよう検討して欲
しい」この電話を根拠に菅原機構長が関係者を招
集した 2001 年 4 月の打ち合せでニュートリノ実験
施設の概算要求を目指すことになり、最終的に文
部省から財務省に提出されたのは 2003 年のことで
あった。
　ところが 2003 年から総合科学技術会議 (CSTP)
の「科学技術関係施策の概算要求の優先順位付け」
が始まり、ここでニュートリノの計画が最低の C 
評価とされるという次の難題が降りかかった。こ
の時、KEK の機構長は菅原さんの後を継いだ戸塚
さんであったが、彼の取った二面作戦は見事であっ
た。まず、表では小柴先生が CSTP に異議を申し
立て、メディアと世論の圧倒的支持を得た。裏で
は自身と菅原さんの人脈を駆使し、CSTP の面子を
保った形でニュートリノ実験施設の予算化を勝ち
取った。かくして遅ればせながらニュートリノ実
験施設建設は第 I 期に滑り込んだ。J-PARC の運転
開始初期段階からニュートリノが成果を挙げたこ
とは周知の通りである。

2.	R&D、設計、建設期
　J-PARC から SK までの距離 295 km で νe 出
現確率が最大となるエネルギー 600 MeV 程度の
ニュートリノフラックスを最大化するため、シミュ

J-PARC ニュートリノ実験
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レーションによりニュートリノビームの最適化が
行われた。当初はワイドバンドビーム（陽子ビー
ムを遠方検出器 SK の方向に向けてニュートリノ生
成標的に入射する。0°方向の SK に到達するニュー
トリノビームは広いエネルギー分布を持つ）、偏向
磁石で二次粒子の運動量を選択するナローバンド
ビームなどが検討されたが、2000 年 3 月から 9 月
までサバティカルで KEK に滞在していた小中が新
しいニュートリノビーム生成方法 off-axis ビーム
（OAB と略す。遠方検出器と小角度［T2K の場合
2.5°］ずれた方向にニュートリノビームを向けて
ニュートリノ生成標的に入射する）を日本のグルー
プに紹介した。これは BNL で計画されていた長基
線ニュートリノ振動実験 E899 のプロポーザル [2]
で提案されていたもので、細いエネルギースペク
トルを保ちつつピークでのフラックスを数倍にで
きる魅力的なオプションであった。その後、物理
の利点、欠点、技術的実現可能性、コストなど様々
な比較検討がなされ、最終的に 2002 年 3 月に開か
れたグループミーティングで、OAB 一本に絞るこ
とが決定された。J-PARC ニュートリノ実験施設建
設の全体統括は小林隆があたった。

2-1.	陽子ビームライン
　陽子ビームラインの役割は、主リング (MR) か
ら取り出した陽子ビームの位置、角度、大きさを
制御して標的に当てることである。ニュートリノ
ビームラインへの陽子ビームは MR の東側直線部
から取り出し、超伝導電磁石 28 台からなるアー
ク部で約 80°曲げることとした。アーク部の上流
にはビーム整形部、下流にはフォーカス部が常伝
導電磁石で形成された。光学設計は、TRIUMF の 
J. Doornboss 氏による概念設計を市川温子 (当時
KEK) が引き継ぎ、加速器の生出勝宣さんにアドバ
イスを頂きながら光学設計を完成させた。陽子ビー
ムライン建設の全体統括は藤井芳昭があたった。

2-2.	超伝導システム
　2000年代の初頭に T2K のための陽子ビームライ
ンに用いる超伝導電磁石の検討を打診された超伝
導低温工学センターは、荻津透を中心に検討を重
ね、左右非対称コイルを用いてビームの偏向と収

束を同じ電磁石で行うコンバインドファンクショ
ン(CF)型の超伝導電磁石を実現した。これにより、
機能分離 (SF) 型電磁石によるビームラインに対し
て電磁石の種類は二種類から一種類に、数は 40 台
から 28 台となり、建設予算を大幅に圧縮しながら
も、ビーム光学としては、磁石の有効口径に対し
てより大きな余裕を取ることができた。CF 型では
二極磁場と四極磁場の比率が固定されてしまうた
め後から調整することができない。このため間違っ
ていれば磁石を全て作り替えなければならない可
能性があり、最初のビーム運転でビームが無事に
ビームラインを通過した時の安堵感は大変なもの
だった。ビームロスによるクエンチも含め、超伝
導システムのトラブルに起因してビーム停止につ
ながる事象は一度も起きていない。また、運転の
ための消費電力は 500 kW を切るようになり、非
常に効率的な運用ができている。

2-3.	常伝導電磁石・電源
　常伝導電磁石はハドロングループの広瀬恵理奈
さんが担当したが、取り出し部直下流においては
相当のビームロスを想定し、無機絶縁体を用いた
ホローコンダクタを使用するなど、完全無機材で
構成され高い耐放射線性能をもつ磁石を実現した。
また、放射化保守においても、遠隔吊具や、バス
バー・冷却水継手のクイック機器を開発・実装した。
電源は同じくハドロングループの鈴木善尋さんが
担当し、KEK-PS で使用していたものを整備して再
使用することとした。この電源は入念な整備によ
り概ね順調に稼働していたところ、東日本大震災
の被害を受け大強度ビームに対応することが難し
くなったため、2014 年に全て更新した。

2-4.	陽子ビームモニタ
　ビームの精密な制御のため、陽子ビームライン
上にビームの位置、形状、強度、及びビームロス
を測るビームモニタが多数設置されている。ビー
ム形状モニタとしては、チタンフォイルマルチス
トリップ型を採用した。その後、ビームロスを低
減するため、FNAL と協力してマルチワイヤー型
の形状モニタを製作し、段階的に運用を拡大してい
る。ビーム位置モニタには静電型を採用し、21台を、
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ビーム電流モニタには CT (Current Transformer)
を開発し、5 台を設置している。また、イオンチェ
ンバー型のビームロスモニタ 50 台を設置して常時
ビームロスを監視し、ビームロスが一定値を超え
たらインターロックを発報するように運用してい
る。

2-5.	ニュートリノ生成機器
　陽子ビームラインを通して運ばれてきた陽子
ビームは標的に入射し、ハドロン生成反応によ
りπ中間子や K 中間子等を生成する。これらの
中間子の崩壊で主にミューオンニュートリノと反
ミューオンニュートリノが放出される。SK に向
かうニュートリノを増やすため、またニュートリ
ノと反ニュートリノを分けるために、電磁ホーン
が用いられる。市川は、直径 26 mm の炭素標的
と 320 キロアンペアで駆動する 3 台のホーンから
なるニュートリノ生成システムを発案、設計した。
ホーンの詳細設計については、E. Zimmerman 氏
(米コロラド大) と協力することにより FNAL の 
MiniBooNE 実験のためのホーンを製作した
L. Bartoszek 氏に依頼することができた。これによ
り FNAL の知見も得られ、関口哲郎が中心となり
ホーンの製作、設置が行われた。標的の設計、製
作は中平武が英国ラザフォード研究所 (RAL) の
チームと共に行った。標的の直上流にはチタン薄
膜による光学遷移輻射 (OTR) モニタが設置されて
いる。これは陽子ビームが標的中心に当たってい
ることを確認するためのモニタでカナダグループ
により提案・製作された。このようにニュートリノ
生成装置は日米英加の 4 か国の国際共同で開発、
製作された。

2-6.	標的
　標的は陽子ビームの照射を受けて約 20 kW の入
熱がある。この熱は早い取り出しビームの当たる
約 5 μs の間に集中して発生し、約 50 kJ のエネル
ギーが発生する (どちらも設計ビーム強度 750 kW 
時)。標的の材質としては局所的な熱負荷を低減す
るため軽元素で、かつ高融点である黒鉛が唯一の
選択肢となる。標的の周囲は電磁ホーンのアルミ
製電極に囲まれているので、厳しい空間的な制約

のもとで冷却機構や電気的な絶縁の設計が必要と
なった。早戸良成さん、市川、中平が当時の京大
大学院生 (上田俊輔さん) らと共に設計をはじめ、 
FNAL NuMI の水冷黒鉛標的や CERN CNGS の
輻射冷却黒鉛標的の設計の経験を参考にしつつ、
ヘリウムガス冷却方式を採用し、素核研低温グ
ループの春山富義さんや笠見勝祐さんの協力のも
と、開発を進めた。冷却設計に関しては、水冷方
式も含めて KEK 東カウンターホールでモックアッ
プ試験を行ない、局所的な発熱を模擬するため黒
鉛棒に電磁石電源で大電流を流したり、必要な約
200 m/s の流速で黒鉛が削れないかを KEKB 加速
器 /Belle 実験で使われていた中古ヘリウムコンプ
レッサで試してみたり、いろいろ試行錯誤した。
同時に RAL の Chris Densham 氏、Mike Fitton 
氏らとも共同で開発を進め、実機の設計が固まっ
た。標的はチタン合金製のヘリウム容器に収める
が、外径 50 mm でπ中間子の損失を抑えるため肉
厚 0.3 mm の薄肉チタン合金パイプは特別な加工
技術を要するらしく、受注した会社の担当者は製
造方法に関しては詳しいことを教えてくれなかっ
た。3号機以降は RAL で製造することになったが、
別の理由もあり当該部分の肉厚は 0.5 mm に変更
になっている。ヘリウムを流すためのコンプレッ
サの製造に関しては放射線管理区域で放射化ガス
を扱うことから難航し、何社かに断られた。唯一
引き受けていただいた会社には、ニュートリノビー
ムラインで用いる小型 (ビーム窓冷却用)、中型 (標
的用)、大型 (ターゲットステーション - ディケイ
ボリュームのヘリウム容器用) のヘリウムコンプ
レッサ 3 兄弟を納入していただくことになった。
標的では、ビームの直接照射を受ける部分に脆性
材料 (黒鉛) を使っているので、当然その部分の故
障を想定した。対策としてリモートメンテナンス
による交換を計画し、RAL グループが交換装置を
設計・製作し、コールド試験を二回ほど実施して
装置の改良を進めてきた。幸いこれまでに標的本
体となる黒鉛部分について故障は起きていない。
　しかし、2015 年 5 月のビーム運転期間の最後に、
標的冷却系のヘリウムガスがリークするトラブル
が発生した。そこで電磁ホーンごとリモートメン
テナンスエリアに運び、放射化した標的系を鉛ガ
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ラス越しに見て、マニピュレータ操作でヘリウム
ガスのリークハントを行った。リーク箇所が標的
本体ではなく、ヘリウムガスの絶縁用のセラミッ
ク継手部分であることがわかったが、これは運転
保守業務の技術者のアイデアと機転によるもので
あった。当初この部分だけのリモート補修は計画
していなかったが、急遽 RAL グループが交換部品
の再設計と製作を、また KEK の多田将、関口、石
田卓、TRIUMF の Chad Fisher 氏らがリモート交
換作業の準備を行い、2015 年 12 月末に交換に成
功した。現在は、ニュートリノビームの大強度化
に向けての改良に松原綱之さんが加わり、ヘリウ
ムガス冷却を強化する改修にむけて開発を進めて
いる。

2-7.	電磁ホーン
　L. Bartoszek 氏の設計を基に、2006 年 3 月に
第１ホーン試作機が完成した。T2K ホーンの運転
には K2K ホーン電源を開発した鈴木善尋さんの
協力で、K2K ホーン電源を再利用することとな
り、5 月末には T2K ホーンの初の通電を実現し
た。そして 6 月には 320 kA での運転を達成し、
仕様を満足する高い性能を実証した。最終的には 
320 kA で 85 万回のパルスという長期通電を達成
し、小さいボルトの緩みなどが確認されたが、振
動対策を施し、細部に至るまで安全性を高めるこ
とができた。その後、2006 年度末に第 3 ホーン試

作機を完成させ、順調に開発を進めていった。ま
た、ホーンを懸架する形でヘリウム容器内に設置
する支持モジュールの開発では、高度に放射化す
るホーンを遠隔操作により着脱する仕組みを採用
した。T2K ホーンの構想の際には試行錯誤を繰り
返したが、FNAL、CERN、KEK でのニュートリ
ノビームライン開発や運用の詳細を (失敗談も含め
て)包み隠さず議論できた Neutrino Beamline and 
Instrumentation Workshop (NBI) での情報が、開
発時に大いに役立った。開発と並行して、2008 年
3 月には、第１ホーン実機 (1 号機) を完成させ、
2008 年秋には、第 3 ホーン試作機を改造して実機
として完成させた。また、第 2 ホーン実機はコロ
ラド大及び L. Bartoszek 氏を中心に米国で製造を
行った。
　電磁ホーン設置作業は 2008 年 7 月後半から開始
された。3 台のホーンに加えて、第１ホーン上流に
置かれるコリメータを含め計 4 台の装置をヘリウ
ム容器内に設置する作業を 12 月末までに終わらせ
る計画であったが、設備工事の遅れに加え、複数
の業者が並行作業する状況であったため、作業は
熾烈を極めた。12 月中旬、ようやくヘリウム容器
内に第 3 ホーンを設置する段取りとなったが、こ
こでヘリウム容器内の干渉物により設置できない
状況に陥った。さらに第 1、第 2 ホーンも同様に干
渉する構造であることが分かり、設置計画自体を
見直す必要に迫られた。急遽関係者が集まり、緊
迫した空気の中、工程を再検討した結果、現場の
修正で対応可能な第１ホーンの設置をまず進め、
ホーン側の改造が必要で対処に時間のかかる第 2、
第 3 ホーンの設置を先送りすることで、2009 年 4
月のビーム開始に間に合わせることとなった。そ
の後の作業は順調に進み、2009 年 1 月中にはコリ
メータと第１ホーンの設置が完了した。一方、ホー
ン電源に問題が生じたが、当時 KEK 加速器の小関
国夫さんに調査を依頼して何とか対処することが
でき、4 月には念願の J-PARC でのニュートリノ
ビーム初生成に成功したのである。
　ビーム試験後の 6 月には設置作業が再開され、7
月上旬に第 2 ホーン、8 月上旬には第 3 ホーンの
設置を完了し、1 年の歳月を経てようやく全ての
ニュートリノ生成機器の設置を終えたのである。図 1　電磁ホーン．
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　11 月にヘリウム容器に初めてヘリウムガスが充
填されたが、初めてのヘリウム雰囲気でのホーン
通電では、再び電源のトラブルに見舞われた。こ
の時も小関さんの調査により、ヘリウム中で放電が
起こり、接地電流が制御系統に流れ込むことによっ
て誤動作を起こすことが分かった。そして中点接
地回路により電圧を 1 kV 以下まで下げることで放
電問題は解決した。同時に、制御系統にノイズフィ
ルターを入れ、誤動作への対策を強化した。こうし
て、ヘリウム中でも問題なくホーン通電ができるよ
うになり、真に実験準備が完了した。しかし、K2K 
ホーン電源の再利用では 320 kA での安全運転が担
保できないため、2010 年 1 月から 250 kA で運転
を続けてきた。現在、設計値である 320 kA 運転の
ために電源のアップグレード中である。

2-8.	ターゲットステーション (TS)
　ターゲットと電磁ホーンが収納されるヘリウム
容器は TS の中心に設置されている。容器には高い
気密性能が要求されるが、その巨大さから現地で
の組み立てが必須となる。工場と現場では熔接の
品質に大きな違いがあると考え、また、現地の工
期を出来るだけ短縮するため、多田を中心とする
実験グループ側で検討を行い、請負業者にブロッ
ク工法を提案し、これが採用された。建設当時、
常陸那珂港から J-PARC 構内までは一般道を通ら
ない工事用仮設道路が設けられていたため、ここ
を通過出来る重量から計算して最大 60 トンのブ
ロック 6 個に分割して工場で組み立て、それを海
路輸送し、現地に設置した上で熔接接合した。こ
の巨大なブロックをビームライン上に設置するた
め、3か月に亘って TS 躯体の横に 650 トン吊り移
動式クレーンを据え付け、作業に当たった。これ
以外にも多くの配慮を行って組み立てた結果、ディ
ケイボリュームと接合した後に実施したヘリウム
リーク試験でも、高い気密性能を示した。
　冷却水配管の配管工事や遮蔽体の設置は実験グ
ループに建屋が引き渡されてから多田が指揮を
執った。冷却水は 160 系統もあり、また遮蔽体は
鉄 4000 トンとコンクリート 4000 トンで構成され、
限られた工期の中にこれらの設置工事を収めるた
め、厳密な工程管理を行った。

2-9.	ディケイボリューム (DV)
　DV の鋼板の組み立てでは、90 m にも及ぶ全体
を一度に輸送することは出来ない。このため、東
海村に隣接するひたちなか市にある工場から陸送
出来る大きさに輪切りにした状態で輸送し、それ
を現地で設置しながら熔接で連接する工法を採っ
た。実は、後の熔接線検査で悪天候時に熔接した
箇所の多くが不合格となった。その部分は熔接を
し直したが、丹念に検査と修正を行い、リーク試
験では高い気密性能を示した。輪切り構造のため、
その接合箇所で水冷配管も現地で熔接接合しなけ
ればならず、その数は 2400 か所にも及んだ。

2-10.	ビームダンプ (BD)
　BD は DV 最下流部に位置し、標的で反応しな
かった陽子やニュートリノに崩壊しなかった π 中
間子などを吸収する装置であり、大きな熱負荷、
放射線負荷にさらされる。設計条件は、2°から 3°
の間で off-axis 角度を調整可能、将来のアップグ
レードを見越し 4 メガワット対応とし、また放射
化のためメンテナンスは運転開始後一切不可とい
う厳しいものであった。BD の責任者の石田は、大
型の押し出し式黒鉛材をアルミ鋳物の冷却板で冷
却する方式を採用、そのコアをすべて DV 内に収
めることとし、黒鉛ブロックと冷却板間に良好な
熱伝達を確保するため、特殊なさらばねを用いた
締結方式を考案した。組み立て作業は LINAC 棟で
行われ、2008 年 10 月 18 日に、特殊車両を用いて
重量約 75 トンの装置が一体で DV 内に吊り込まれ
た。

2-11.	施設建設
　大型加速器施設では、建築躯体そのものが実験
装置の一部とも言え、装置と切っても切り離せな
い重要な関係にある。この観点から T2K 実験グ
ループは土木建築工事そのものが実験装置の組み
立ての一部だと認識し、二次ビームライン全体の
責任者であった山田善一さんのイニシアチブのも
と、施設部と毎週入念なミーティングを行い、設
計段階では設計会社と施設部とのミーティングに
も必ず出席し、建設開始後はシフトを組んで現場
に赴くなど積極的に取り組んだ。

J-PARC ニュートリノ実験
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　T2K ニュートリノビームラインの最初の建設と
なった DV では、水冷の鋼板を箱状に組み立てた
ものをコンクリート躯体に埋め込むという構造で
あったため、躯体下部の打設が終わった段階で実
験グループが担当した箱状鋼板を輪切り状態で設
置し、現場での熔接接合後に側部、上部の順で躯
体を打設し、それら土木部分の完了後に内部の配
管を接続する、という方法を採った。このため、
実験グループ側と建設会社との間での極めて緻密
な工程管理が必要とされた。コンクリート躯体の
厚みが 6 m にも及ぶため打設量も多く、9 回に分
けて打設したが、1 日で終わらせなければならない
1 回の打設でアジテイタートラック (生コン車) が
550 台も来るという、大変な大工事となった。
　その他にも、土木建築では様々な問題が生じた。
例えば、TS の工事では杭打ちの直前に大量の水が
湧き出し、懸命な排水作業によってそれが引くま
で 1か月に亘って工事が中断した。

2-12.	放射線
　ニュートリノ実験施設では陽子ビームラインか
ら TS、DV、BD やミューオンモニタを収容する
ミューオンピットまで、あらゆる部分の放射線の
影響をシミュレートして外側への影響が法令の基
準値以下であることを示し、行政の許可を得る必
要がある。このシミュレーションは放射線の鈴木
健訓さんと大山雄一が行ったが、困難を極めた。
設計が進むとそのジオメトリを CAD から読み取り
入力する。放射線計算はモンテカルロ法で行うが、
計算プロセスは陽子が標的に衝突するところから
始まる。飛び散った全ての粒子を追跡し、10 m 近
いコンクリートシールドを通って漏れ出る僅かな
粒子による放射線量を評価するため、必然的に莫
大な計算時間を必要とする。設計は日々変更され、
新たな設計には改めて計算が必要であり、放射線
発生装置の設計の困難さを思い知ることとなった。
　施設の放射線管理は山田さんと大山が中心と
なって行ったが、実験開始後も苦労は続いた。運
転中は排気中に放射能が混ざり、放射化した冷却
水はその都度排水し、また様々な固体の放射化物
も引き取ってもらう。当然ながら、これらの排気、
排水、廃棄のルールは法律で厳格に決められてお

り詳細な記録も義務づけられ定期的に検査を受け
る。また、実験開始 1 〜 2 年後には、放射化水排
水システムや放射化空気の吸排気システムが不十
分であることが判明した。ビーム運転休止期間の
短いスケジュールで既に放射線を浴びた設備の改
造を行うことは、安全に細心の注意を払う必要が
あり困難を極めた。放射線担当者の間では「今日
もニュートリノビームラインのシモの世話に明け
暮れる」と自虐的に嘆いたものであった。

2-13.	ミューオンモニタ
　BD の下流でミューオンを測定してビームの安
定性をモニタするこの装置は当時京都大学の横山
将志、大学院生 (松岡広大さん、久保一さんら) を
中心に開発、製作が行われ、2005 年から 2009 年
に京都大学化学研究所の電子ビームを用いて計７
回のビームテストを行い、10 年以上問題なく動作
する設計となった。2007 年から 2008 年には米国 
FNAL の NuMI ビームラインでテスト実験 T968 
として 10 か月に亘る長期試験を行い、実際の実験
環境での経験を得た。架台の開発や施設部との調
整は市川 (当時 KEK)、丸山和純さん (KEK) が監
督した。感度を損なわないよう、BD の物質量や一
様性には色々な要求を重ね、設置場所が冷却水の
配管と干渉しかけて設計を修正してもらったこと
もあった。ミューオンモニタは2009年4月のファー
ストビームでは、ニュートリノ生成の証拠を捉え
た最初の装置となった。

2-14.	前置検出器 (ND)
　ND (Near Detector) は、ニュートリノ生成標的
から 280 m 下流に設置され、生成直後のニュート
リノビームの測定を目的とし、ニュートリノビーム
軸上 (On-Axis) に設置された INGRID (Interactive 
Neutrino GRID)、およびニュートリノ生成標的と 
SK を結ぶ軸上 (Off-Axis) に設置された ND280 
Off-Axis(通常、単に ND280 と呼ばれる)の二つか
ら構成されている。ND を設置する場所はニュー
トリノモニター棟 (NM 棟) と呼ばれる地下ピット
を持つもので、当初直径 19 m の地下ピットが計画
されていたが、建設費削減のため、直径縮小が検
討され、最終的に現在の直径 17.5 m となった。
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　INGRID は１モジュールが鉄 9 層 (7.1 トン) と
シンチレータトラッキング層 11 からなるサンド
イッチ構造の検出器で、日本とフランスが共同で
開発・製作した。14 モジュールを縦７、横７に並
べて配置し、ニュートリノビームプロファイルを
測定することで、ビーム方向とその強度をモニター
する。2008 年の 8 月から LINAC 棟で測定器製作
が始まり、2009 年 2 〜 3月に NM 棟にインストー
ルした。ニュートリノビーム観測のために 2009 年
4 月に最初の１台が、2009 年秋にはビームプロファ
イル測定のため全モジュールが稼働した。
　ND280 建設のための組織、デザインの基本方針、
分担などは 2004 年 12 月にローマ大学で開催され
たミーティングで議論され、2005 年 11 月にダイ
ポール磁石を使った測定器を基本設計とし、荷電
粒子の運動量を大角度まで測定できるように TPC 
(Time Projection Chamber) を、磁場中でのシン
チレーション光を読み出しのため MPPC (Multi-
Pixel Photon Counter) を採用することとした概
念設計書 (CDR) がまとめられた。また、2006 年
11 月には技術設計書 (TDR) がまとめられた。日
本の大学と研究所の担当は、プロジェクト総括、
施設関係全般、測定器として FGD (Fine Grain 
Detector) と SMRD (Side Muon Range Detector) 
の開発製作の分担、測定器全般の設置補助および、
MPPC の開発であった。KEK は人員不足から検出
器へ人員を割くことが出来ず、唯一塚本敏文がす
べてのコンポーネントの窓口として孤軍奮闘した。
　最初に海外から日本に輸送されてきたのは
CERN からの UA1 電磁石で、いきなりの大作業と
なった。この電磁石は総重量約 900 トンで、分割
されて輸送され J-PARC で組み立て作業が必要で
あった。2008 年 3 月から 6 月にかけて搬入、組み
立て、設置作業が行われた。8個に分割された鉄ヨー
クは１個 55 トンあり、上屋建設前にクレーン車で
搬入し、その後上屋が建築された。
　J-PARC での ND280 を構成する各検出器の作業
で、海外グループメンバーは J-PARC センター、
あるいは KEK のサポーティングスタッフによる作
業援助を要望していたが、人員不足でそれには応
えられないため、業者への作業仕様書を取りまと
める支援を行った。

　電磁石内部に設置される Barrel ECAL と呼ばれ
るものを除き 2009 年冬までに検出器の設置作業を
終え、翌年 2010 年初頭からニュートリノビームの
データ収集を開始した。Barrel ECAL も同年夏に
設置されて ND280 の建設は無事終了し、その秋か
らフル装備で ND280 のデータ収集運転が開始され
た。

3.	実験のはじまり
　2009 年 4 月 23 日の初ビーム当日、長谷川琢
也さん、中平、坂下健のニュートリノビーム制御
チームは制御端末のある中央制御棟に詰めビーム
調整を行った。一方、西川さんをはじめ、中央制
御棟に入りきれない多くの T2K メンバーは、ビー
ムラインのモニター装置が設置されているニュー
トリノ第一設備棟 (NU1) に詰めかけ、ビーム調
整の様子を固唾を呑んで見守り、1st ビーム出射の
成功を祈っていた。まず J-PARC MR の強度を最
低 (陽子数 4×1011 の 1 バンチの取り出し) まで下
げ、誤って超伝導電磁石に当てないよう、上流の
偏向電磁石を励磁せずに、MR 出射機器やデータ
収集タイミングの調整を進めた。約 4 時間後に超
伝導電磁石も含めた全電磁石を励磁し、19 時 9 分
に陽子ビーム調整担当者が「励磁量の初期値が合っ
ているか？」と恐る恐る標的に向けて最初のビー
ムを発射した。ビームは超伝導電磁石を通過して
輸送路の最下流まで到達した。この shot は陽子の
大部分が標的直上流においたコリメータ (バッフ
ル) に当たったようであったため制御室で「さあ
どう調整するか」となったところで、電話越しに 
NU1 でミューオンの信号が見えて盛り上がってい
る様子が電話越しに伝わってきた。前置検出器で
は大谷将士と南野彰宏さん (いずれも当時京大) が 
On-Axis 検出器 INGRID の一台目のモジュールで
ニュートリノイベントを観測すべく待ち構えてい
た。しかし、2009 年 4 〜 5 月の全 685 ショットの
データを 1 つずつ確認するも初イベント観測には
至らなかった。(当時の見積もりで信号期待値は0.3
個だった)
　2009 年 11 月と 12 月には物理実験に向けたビー
ム調整を行ったが、できるだけ標的の中心に適切な
陽子密度でビームを当てるように注力した。強度
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計算をしているとはいえ、延性材料ではない黒鉛
を標的に使っているということで標的の担当者に
はビーム強度が上がるたびに緊張が走った。ニュー
トリノビームの方向は、実験の要求の 1 mrad より
も良い 0.2 mrad 以内くらいで調整されているが、
これは標的担当者＝ビーム調整担当者であったこ
とも一因かもしれない。前置検出器では INGRID 
の残り 13 モジュール全てをインストールして 11
月 20 日のビーム再開に臨んだ。当初、プログラム
のバグでなかなかニュートリノ反応が検出できな
いというハプニングがあったが、11 月 20 日 20 時
25 分に T2K 初のニュートリ反応の検出に成功し
た。
　陽子ビーム強度が約 90 kW に到達したところ
で、連続運転すると MR の出射キッカーの温度が
徐々に上がって励磁量が変動し、陽子ビーム軌道
がドリフトする、という問題が発生した。キッカー
電磁石の更新によりこの問題が解決されるまでは、
物理実験に数時間ビーム供給したあと、１時間程
度ビームを止めてキッカーを冷まし、その後ビー
ム軌道を確認・調整してまた数時間ビームを供給
する、という運転パターンが続き、ビーム調整担
当者は辛抱強くビーム運転を見守る日々が続いた。
　2010 年 11 月からのランでは、ビーム強度は 
145 kW に増え、3月まで順調にデータを蓄積した。
2 月頃には、SK のデータ解析速報で電子ニュート
リノ候補事象数が背景事象よりも多そうな様子が
見えてきて、「これは信号が見えているのではない
か」と西川さん周辺で話題になっていた。

4.	東日本大震災
　2011 年 3 月 11 日の地震発生当日はビーム運転
期間中のメンテナンス日でビーム運転は止まって
おり、ニュートリノ実験施設ではそれぞれの場所
で作業が行われていた。地震発生時、NM 棟では
10 名の共同利用者が作業中で、エレベータに乗っ
ていた人もいたが、自動的に地上階に着床し、避
難することができた。ビームダンプ・ミューオン
ピットの設備棟 (NU3 棟) の地下では、数人が作
業中であった。停電で真っ暗闇になったが数秒後
に非常灯が点灯、揺れが収まるのを待ち、地上に
退避した。ドアを開けてみると、ドアの外の建物

の周囲は大きく陥没し、吹き出た地下水が渦巻い
ていたが、この陥没を飛び越えて脱出した。TS 棟
でも作業が行われていたが、地震で作業を停止し、
屋外に退避していたところを夕方に安否確認パト
ロール隊が発見、避難を指示した。職員の 1 名は
東海１号館に向かい、東海１号館での人員確認作
業に合流し、13 名の T2K 共同利用者を確認した。
　夕方になってようやく KEK つくばキャンパスと
の連絡が確立し、J-PARC 構内及び東海１号館で把
握した外国人共同利用者名をつくばに伝達、つく
ばでは外国の大学と連絡を取り合って安否確認の
作業が行なわれた。また日没前に各ニュートリノ
施設地上部の状況確認と写真撮影を行なった。夜
半になり国道 245 号線の渋滞も解消に向かったた
め、KEK 職員は各自つくばへの帰路についた。東
海村は電気、ガス、水道、鉄道が止まり、ガソリ
ンも手に入らない状態であったため、共同利用者
はコンビニで食料を調達しユーザー宿舎に集まっ
てインフラの復旧を待つことにした。
　つくばでは KEK よりもつくばセンター付近の自
宅のほうが電気、ネットワーク復旧が早かったた
め、その後の情報収集、連絡の起点は自宅となった。
外国から来ていた学生に連絡がとれず安否がわか
らないことから非常に動転した様子でコラボレー
ターを通じて KEK 職員に連絡してくる親が何人も
あった。東海に閉じ込められた外国人コラボレー
ターを救出するため、3 月 13 日 (日) には KEK か
ら西川さん、坂下らを乗せたマイクロバスが派遣
され、各所で寸断された一般道を通り東海に向か

図 2　NU3 棟出口の震災後の陥没の様子．
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い、ドミトリー、東海村の各コミュニティセンター、
真砂外国人寮などを回り 20 数名のユーザーを連れ
戻った。13 時に KEK を出発して、KEK に戻って
きたのは 23 時を過ぎていた。

5.	νe	出現の発見
5-1.	最初の	νe	出現の兆候
　2011 年、震災後も解析は続けられ、実験開始
から震災当日の 2011 年 3 月 11 日までの全デー
タ 1.43×1020 POT (標的に照射された陽子数、
Protons on Target) の解析から新しい結果が得ら
れた。解析では SK データの中から νe 事象候補
を選ぶ。観測された νe 候補事象数は 6 であった。
背景事象としては、ビーム中に最初から存在する 
νe や π0 生成反応からの崩壊 γ があり、CERN
の NA61 実験で測定したハドロン生成分布および 
T2K 前置検出器、SK の大気ニュートリノなどの測
定を用いて νμ → νe 振動が起きない sin2 2θ13=0 
のときの数を、1.5 ± 0.3 と見積もった。以上から、
sin2 2θ13=0 を 2.5σ で排除する結果を得た。
　当時、T2K の解析は始まったばかりで ND280
のデータの理解が進んでおらず、実験グループの中
では慎重に解析を進めるべきとの意見と、J-PARC 
復旧を後押しするためにもサイエンスの結果が重
要で、できるだけ早く結果を出すべきという意見
に二分されていた。結果の公開にたどり着いたの
は解析リーダーの中家剛らの粘り強い説得による
ものであった。そこで急遽 Executive Committee 
が主体となり論文を執筆し、1 か月後の 2011 年 6
月 14 日に Physical Review Letters (PRL) に投稿
した [3]。この論文は 2020 年 9 月現在、引用数
1600 に達しており、νe 出現がある、つまり θ13 

がゼロでないという事実を世に知らせる重要な結
果となった。2012 年に原子炉反ニュートリノ実験 
Daya Bay が発見と認められる 5σ 以上で θ13 がゼ
ロでないと発表したことを考えると、この T2K の
最初の結果の公表は重要であった。また、この直後、
コラボレーターの一部は次の CP 位相角 δCP の測
定には、SK をはるかに超える大型の測定器ハイ
パーカミオカンデ (HK) が必須と考え、2011 年夏
に神岡で合宿し最初の HK の LOI [4] を執筆、投
稿した。

	5-2.	νe	出現の確立
　2011 年の夏頃から、νe 出現の運動学的分布を
使う解析の開発が始まった。再構成したニュート
リノエネルギー分布を用いる方法と坂下 (KEK) が
中心となって開発した νe + n → e-+ p 反応からの
電子の運動量と角度の 2 次元分布を用いる方法の 2
種類である。後者では、sin2 2θ13=0 の仮定を棄却
する感度に関して、POT 18% 増に相当する改善が
できた。ニュートリノ振動解析にこれらの分布を
用いるためには、前置検出器のデータを用いて SK 
事象の「分布」を予想する方法の開発も必須となる。
さらには、それらの解析の中でニュートリノビー
ム、ニュートリノ反応、検出器の系統誤差の見積
もり方もそれぞれで新しく開発が必要であった。
2012 年の夏の会議までにはこの新しい解析での結
果を出そうと急ピッチで準備を進め、なんとか 6
月の Neutrino 2012 国際会議に間に合わせること
ができた。そして、このときまでの 3.01×1020 POT 
のデータを解析して νe 出現を探索したところ 11
事象を観測し、sin2 2θ13=0 を 3.2 σ で排除する結
果となった。また、電子の運動量と角度の分布や
エネルギー分布を用いて、sin2 2θ13 と CP 位相角 
δCP にこれまでより厳しい制限をつけた。
　Neutrino 2012 国際会議では、T2K の 3σ で
の電子ニュートリノ出現の結果と Daya Bay、
RENO、Double Chooz などの原子炉反ニュートリ
ノ実験により θ13 がゼロでないことが 5σ 以上で
確定した。この状況で T2K 実験の次の目標は自ず
と明らかで、まずは CP の測定につながる νe 出現
を 5σ 以上で確立し、次のステップを目指すこと
である。まず 2012 〜 2013 年にデータを更に蓄積
し、2013 年 5 月には 28 電子事象を観測し、5σ を
超える有意度のデータを手にした。更にカナダグ
ループが中心となって fiTQun という新しい解析プ
ログラムを導入し、SK の事象再構成を改善して π0 
バックグラウンドを大幅に削減することにも成功
した。そして家城佳さん (京大) 等が中心に振動解
析を進め、2013 年 11月には νe 出現の有意度 7.3σ 
を得て PRL に投稿した [5]。なお、この論文は、
原子炉反ニュートリノ実験が測った θ13 をイン
プットとすることで δCP の領域を制限した最初の
結果である。

J-PARC ニュートリノ実験
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6.	CP 対称性の破れの探索
　νe 出現の確立により、J-PARC E11 実験 (T2K)
の提案時の最大の目標が達成された。それに伴い、
実験を継続するのか、その場合新たな目標をどう
設定するのか、についての議論が正式に始まり、
将来感度タスクフォースが立ち上げられて T2K 実
験で何ができるのかのスタディが行われた。ここ
で中心となって感度評価を行ったのは M. Friend 
さんなどで、結果は [6] にまとめられた。分かっ
たことは、T2K 実験で当初より提案していた 
7.8×1021 POT の統計の半分をニュートリノビーム
で、他の半分を反ニュートリノビームで蓄積する
ことにより、CP 対称性の破れを 90% の信頼度で
測定できる可能性があることであった。反ニュー
トリノの反応断面積がニュートリノの 3 分の 1 程
度ということもあって、反ニュートリノビームで
はデータの蓄積が遅くなるが、複数の振動パラメー
タ間の縮退を解くために重要である。また、FNAL 
の NOvA 実験の測定と組み合わせることにより、
ニュートリノの質量順序と CP 対称性の破れの間の
縮退が解け、感度が大幅に向上することも示され
た。これらの感度評価をもとに、PAC で E11 実験
としての再審査が行われ、実験継続が認められた。
　こうして 2014 年 5 月より、いよいよ反ニュート
リノビームでの運転が始まった。そして、2016 年
7 月の Neutrino 2016 国際会議では T2K 解析コー
ディネータの H. Tanaka 氏 (当時トロント大学)が、
CP 位相角 δCP の 90% 信頼度区間はいずれの質量
順序が正しいとしても、CP 対称性を保存する 0°
および 180°を含まないという結果を発表した。
　その後、データ取得と並行して解析による統計の
向上が図られた。まず、当初の νe 事象の選択では、
遅延した電子が検出された場合を排除していたが、
K. McFarland 氏 (ロチェスター大学) らが調べて
みると荷電 π 中間子を伴った νe 事象がかなり含
まれていることがわかり、岩本康之介さん (当時ロ
チェスター大学) が信号事象に加えた。さらに SK 
で長く採用されてきた「反応点が壁から 2 メート
ル以上離れるべし」というカットについてもコロ
ラド大学のグループを中心に事象の方向に応じた
最適化がなされた。これらの改良により、統計を 
νe 事象選択で約 35%、反電子ニュートリノ事象選

択で約 25% 増やすことに成功した。こうして 2017
年 8 月 4日の KEK 機構コロキウムで M. Hartz 氏
(東大 IPMU および TRIUMF) が、14.7×1020 POT
のニュートリノビームと 7.6×1020 POT の反ニュー
トリノビームデータによる解析で CP 対称性を保存
する 0°および 180°を 95% 信頼度で排除する結果
を公表した。
　この後、電源更新を優先するためビームタイム
は限られていたが、解析の精度を高め、CP 位相角
の半分近くを 3 σの信頼度で排除する結果を得た
(下図参照)。この結果は 2020 年 4 月 16 日に総合
学術雑誌「Nature」で発表される [7] とともにそ
の表紙を飾り、また「New York Times」など世界
のメジャーな新聞・雑誌で取り上げられるなど大
きな注目を浴びた。

7.	これからへ向けて
7-1.	T2K	実験の今後
　J-PARC MR は運転開始以来着実にビームパワー
を増強してきたが、2015 年には繰り返し周期を
2.48 秒から 1.1 〜 1.3 秒に短くし、かつ陽子数を 
3.2×1014 protons per pulse まで増強して 1.3 MW 
を目指す計画を立てた。2015 年 6 月には 1.3 秒繰
り返し換算で 1 MW 相当の陽子数を加速し取り出
すことに成功している。これに呼応して、2015 年
秋からニュートリノビームラインの大強度化と前
置検出器のアップグレードを含む T2K 実験の次の
フェーズ「T2K-II」で 20×1021 POT を目指し、そ
こでどういう物理ができるのか、解析グループに
よるスタディが始まった。ここで、SK での観測の

図 3　�Nature に掲載された T2K の CP 対称性の破れの探索
結果をわかりやすく解説した図．

第２章　研究プロジェクトからみた歴史



KEK創立 50 周年記念誌 179

予想値の系統誤差は当時 6 〜 7% であったが、将
来は 4% 程度には削減できるだろうと見積もられ
た。また、ホーンの電流を 250 kA から 320 kA に
増やすことと、SK の解析の向上により POT あた
りの統計を 1.5 倍に増やす可能性が指摘された。こ
れらをもとに C.V. Son さん (当時、京大)が振動パ
ラメータの感度を見積もった結果、CP 対称性の破
れが大きい場合には 3σ 以上の信頼度で、そうで
なくとも CP 位相角の広範囲に渡って 99% 以上の
信頼度で、CP 対称性の破れを探索することが可能
であることが示された。この結果は Expression of 
Interest としてまとめられ、2016 年 1 月の J-PARC 
PAC に提出された。また、同年 7 月に T2K-II のプ
ロポーザルが提出された [8]。
　ニュートリノビームラインの大強度化について
は、2014 年に開催した次世代の加速器ニュートリ
ノ実験を議論するワークショップの初回で、現行
ビームラインのどの部分がビームパワーを制限す
るか (山田さん)、マルチ MW に対応するための

アップグレードプラン (多田) などが議論された。
その後、1.3 MW に向けて具体的なアップグレー
ドの計画が立案された。
　前置検出器のアップグレードの可能性の議論は
2013 年 3 月に始まり、2016 年秋にレポートが取り
纏められた。2017 年 2月には T2K コラボレーショ
ンの正式プロジェクトとして前置検出器の一部を
新たな検出器に入れ替える計画が認められた。完
成時期は MR の電源アップグレードのタイミング
に合わせ 2021 年ごろを目指している。新検出器の
基本設計は、元々の前置検出器の弱点であった大
角度散乱へのアクセプタンスを改善するため、シ
ンチレータを用いた検出器を上下から TPC で挟む
という構成となった。TPC の読み出し部には新た
に resistive micromegas が採用された。標的部の
検出器としては当初いくつかの案が検討されたが、
最終的に SuperFGD と呼ばれる構造が採用された。
これは 1 cm3 のプラスチックシンチレータを約
200 万個積み上げ、3 方向から波長変換ファイバー

図 4　�2015 年，故西川公一郎元実験代表と T2K 実験グループがブレークスルー賞を受賞したときに開いたパーティ
での集合写真．

J-PARC ニュートリノ実験
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と MPPC で読みだす検出器で、技術的にも予算的
にも大きな挑戦であった (実は、この原稿執筆時点
では、まだ挑戦中である)。
　前置検出器のアップグレードは、日本・フラン
ス・スイス・ロシア・イタリア・スペイン・ドイツ・
ポーランド・米国の 9 か国と CERN が参加するプ
ロジェクトとなった。CERN では 2019 年 3 月に、
Neutrino Platform のプロジェクト NP07 として承
認された。また同月、CERN のニュートリノグルー
プが T2K に参加した。
　ニュートリノビームラインの大強度化は田中万
博氏を委員長とする技術レビュー委員会で、前置
検出器アップグレードは、住吉孝行氏 (当時首都
大) を委員長とする技術レビュー委員会で評価され
た。そして、2020 年 7 月の J-PARC PAC で最終的
に T2K-II が承認された。

7-2.	ハイパーカミオカンデ計画
　2019 年度、世界の研究者が待望した HK 計画
が予算化され、2027 年実験開始を目指して建設が
始まった。HK 計画は、T2K、SK 実験の次世代実
験として、有効体積が SK の約 10 倍の HK 検出
器を建設し、陽子崩壊探索感度や自然界のニュー
トリノ測定精度を飛躍的に向上させるとともに、
J-PARC の大強度化と合わせ、ニュートリノ振動現
象の超精密測定によるフレーバー関係の全容解明、
とくに宇宙の物質起源の解明に大きなヒントを与
える可能性がある CP 対称性の破れの発見を目指
す。T2K 実験は、HK 建設中も CP 探索を進めな
がら HK 実験のための系統誤差向上、ビームパワー
増強に資することを計画している。
　この原稿執筆中に、小柴先生の訃報に接した。
小柴先生の跡をつぎ Kamiokande と SK を率いた
戸塚さんも、K2K 実験および T2K 実験の創設代表
者の西川さんも今は亡い。しかし、小柴先生が種
をまき、戸塚さんや西川さんなど、諸先輩方によっ
て育てていただいた日本のニュートリノ研究は世
界をリードしてきている。そのバトンを引き継ぎ、
今後の T2K、さらには HK を成功させ、大きな発
見を報告したいと思う。

年表
2000.1.7 KEKで JHF HEP WS 開催

2001.6 JHFnu LOI [1]

2001年度 JHF予算化 . ニュートリノは先送り

2003 総合科学技術会議でニュートリノ C 評
価

2003.12 ニュートリノ実験施設予算承認

2004.4 ニュートリノ実験施設建設開始

2009.4.23 ニュートリノビームラインFirst beam

2011 νe 出現 6候補事象で 2.5σ発表

2012 νe 出現 3.2σ発表

2013 νe 出現 7.3σ発表

2019 HKプロジェクトの予算化

2020.7 T2K-II が PACで Stage-II
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J-PARC MLFでの 
中性子散乱研究に向けて

神山 崇 
KEK 物質構造科学研究所 教授

　Chadwick による中性子の発見 [1]、Halban 
らによる波動性の確認 [2] を受けて、1944 年に 
Ernest O. Wollan により原子炉からの中性子を用
いたはじめての回折実験 [3] が行われた。その後
の発展は目覚ましく 1970 年代初頭までには、米
国で世界最高性能の高束中性子炉 HFBR (ブルッ
クヘブン国立研、BNL) と HFIR (オークリッジ
国立研、ORNL)、西欧で HFR (欧州 ILL) が建設
され、中性子散乱は発展を遂げていった。日本で
は 1960 年代に原研や京大等に研究炉が建設され
中性子散乱研究がスタートした。米国製の研究用
原子炉 JRR-2 (1960 〜 1996 年) は弾性散乱のみな
らず、非弾性散乱も可能な高中性子束炉として日
本の中性子散乱研究を活性化した。それに対して、
パルス中性子利用の原点、すなわち、J-PARC、米
国 SNS (ORNL)、英国 ISIS (ラザフォード・アッ
プルトン研究所) などに繋がる起点が何処にあった
かというと、チョッパによりパルス化した中性子
を用いた回折実験 [4] があったとはいえ、東北大
学理学部原子核理学研究施設 (核理研)、ニューヨー
クの Rensselaer、Harwell で相次いで開始された
1967 年頃の電子線加速器を用いたパルス中性子回
折実験だろう [5]。しかしながら、1970 年代は、
定常炉を用いた中性子散乱が ILL や BNL 等を中
心に発展していく一方で、世界のさまざまなパル
ス中性子源計画が頓挫しており、ビーム強度が弱
いパルス中性子を続けることが容易ではなかった
と推測する。それにもかかわらず、パルス中性子
の様々な技術開発を先導し陽子加速器を用いたパ
ルス中性子源 (スポレーション中性子源) に繋げ、
J-PARC や SNS などパルス中性子の将来に道を拓
いたのは木村一治先生をはじめとした核理研の大
きな功績である。また、昭和 48 年 (1973 年) に完
成した北大 LINAC も冷中性子源の開発において大
きな足跡を残したこともよく知られている。
　核理研を第一世代とすると、核破砕中性子利用

を開始した KEK の中性子科学研究施設 (KENS 
at 12 GeV-PS) や米国 Intense Pulsed Neutron 
Source (IPNS、アルゴンヌ国立研究所) は第二世
代である。アルゴンヌ国立研の J. Carpenter らは
1974 年に陽子シンクロトロンからのビームを利
用したスポレーション (核破砕) 中性子源を作り 
(ZING-P (200 MeV))、1982 年には共同利用施設 
IPNS (800 MeV)を実現した。日本では渡辺昇先生、
池田進先生、石川義和先生らが KEK 陽子シンクロ
トロンを利用したスポレーション中性子源を建設
し昭和 55 年 (1980 年) 6 月 18 日に世界に先駆けて
本格的共同利用施設 KENS が初ビームを発生させ
た。
　KENS 建設直後から GEMINI 計画 (800 MeV、
500 μA、50 Hz)、KENS-II 計画 (1 GeV、
200 kW)、および、つくばキャンパスの南の敷地
を活用する JHP 計画 (3 GeV、0.6 MW、東大核
研) など、さまざまな将来計画がつくられた。い
ずれも実現には至らず、1990 年代に入ると KENS 
(3 kW) と第三世代の ISIS (160 kW) の陽子強度比
は50倍に達し、大強度への願望はますます強くなっ
ていた。政府を動かして日英協力 (日英中性子散乱
研究協力事業)を立ち上げ、ISIS に分光器「MARI」
を建設、大学共同利用を実施したのには石川先生
の強い意志があったが、KENS の共同利用や将来
計画を進めながら日英協力を実現してきた渡辺先
生をはじめとした KENS の諸先輩には畏敬の念を
抱く。
　さて、JHP 計画及びそれに続く JHF 計画
(3 GeV、200 μA、25 Hz、高エネ機構、大型ハド
ロン計画)は J-PARC に繋がる学際的プロジェクト
であり、大強度陽子加速器を機軸にした 4 つの施
設、N-Arena (中性子科学研究を実施)、M-Arena 
(ミュオン科学研究を実施)、K-Arena (原子核・素
粒子研究を実施)、E-Arena (短寿命核研究を実施)
から構成されていた。N-Arena では、パルス中性
子散乱の研究者たちの長年の期待を担って、大強
度陽子加速器による中性子科学についての検討 [6]
が行われたのに加え、中性子源概念設計の検討 [7]
や分光器設計の検討 [8] が頻繁に行われ、さまざ
まな報告書が出版された。中性子源では固体ター
ゲットと液体ターゲット (水銀) の踏み込んだ検討
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が行われている。
　ところが、21 世紀に入る直前、旧日本原子力研
究所 (原研、現在原子力研究開発機構の原子力科学
研究所) からパルス中性子将来計画が提唱された
ことにより 2 つの将来計画が並立、バブル崩壊の
影響が長引く厳しい不況の中、中性子研究者の夢
が一時遠ざかったかのように見えたこともあった。
一方、橋本政権で決定された省庁再編が平成 13 年
(2001 年) から始まり、文部省と科学技術庁も、科
学技術及び学術の融合による研究開発の高度化等
を図る目的で、文部科学省に統合されることになっ
た。水面下では、平成 10 年 (1998 年) 初頭頃から、
高エネ機構と旧原研の計画の統合が検討されはじ
め、中性子コミュニティの間に期待が高まる中、
同年 2 つの計画の統合が決断される。高エネ機構
と旧原研の計画の統合は、宇宙 3 機関の統合と同
じく省庁統合の象徴となった。実際、平成 13 年度
(2001 年度) から、大強度陽子加速器の建設を合同
で推進しはじめ、しばらく統合計画と呼ばれたの
である。
　高エネ機構と旧原研は計画推進体制の下に中性
子グループを、その下に中性子分光器検討班を組
織した。中性子分光器検討班は利用者の立場を重
視する観点から多数の学会誌 (物理学会、応用物理
学会、高分子学会、日本化学会、放射光学会、結
晶学会、機械学会、アイソトープ協会、金属学会、
分子生物学会、磁気学会、原子力学会) で班員募集
を行ったが、集まった班員の多くが統合計画前か
ら計画立案に携わってきた仲間たちだった。100 名
を超える分光器検討班員は、関連する装置ごとに
小班 (粉末回折、単結晶回折、全散乱、チョッパー
型分光器、非チョッパー型分光器、スピンエコー、
小角散乱、反射率計、ラジオグラフィー、生物装
置 (予備検討)) に分かれて、将来のサイエンスを推
進するのにふさわしい分光器、必要な技術開発に
ついて真剣に検討を行った。
　中性子グループ分光器検討班は何度も予備検討
案を公表し、広く意見をもとめた [9, 10, 11, 12, 
13]。関係者の多くが今でも口にするのは平成 12
年 (2000 年)10 月 5 〜 6 日に旧原研東海研究所で
開催された会議である [9]。この検討会は中性子
研究連絡会、高エネ機構、旧原研合同で企画され、

高エネ機構で N-arena 以前から続いてきた中性子
分光器検討を元に、現在に繋がる J-PARC 分光器
検討のスタートとなった日として記憶されている。
160名を越える関係者が一同に会して深夜まで検討
を重ねたが、クライマックスは各分科会で提案さ
れた 45 台の中性子実験装置の図面を透明シートに
コピーし、中性子源の図面上に配置する作業だっ
た (図 1)。中性子研究者たちがいかに多くのさま
ざまな分光器の設置を望んでいるかが明らかにな
り、さらに、各装置が必要とする減速材に偏りが
あることが鮮明になった。その後検討はさらに進
み、34 台の分光器提案が報告書にまとめ挙げられ
た [11]。
　J-PARC 中性子の歴史の特長は、中性子ユーザ
と装置開発者、装置開発者と冷中性子源開発者の
間の議論を積み上げて来たことかもしれない。そ
こで得られた重要な結論には SNS などと異なる際

図 1　�平成 12 年（2000 年）10 月，高エネ機構，JAEA，中性子
研究連絡会（中性子科学会の前身）の共催で行われた
中性子将来計画検討会において，45 台の中性子実験
装置の各提案者が，壇上で，3 種類の減速材（色分けし
て表示）のいずれかを選択し，思い思いの位置に自ら
の装置図面を重ねていった．
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立った点がある。ひとつが室温の水の減速材を採
用せずすべての減速材を冷中性子源としたことで
ある。分光器側の要望が多かった高強度結合型液
体水素減速材を見るビームライン 11 本、非結合型
液体水素減速材を見入るビームライン 6 本、非結
合ポイズン型液体水素減速材が 6 本としたことで
ある。また、それぞれのビームラインが占有する
角度は、それぞれの意見がぶつかり合いやすいと
ころにもかかわらず、設置が想定される装置に合
わせて議論を尽くし占有角度を決めていった。そ
の結果、長尺分光器の設置が想定された非結合ポ
イズン型は占有角度が狭く、飛行距離が短いチョッ
パー型分光器の占有角度を広く設計することに
なった。
　装置ごとの枠組みに加え、装置シミュレーショ
ン、データ解析ソフト、遮蔽計算、デバイス検討
の各グループが横糸として組織され、様々な問題
を抱えながら情報共有し少しずつ検討がすすんで
いった。しかし、平成 13 年 (2001 年)、10 のサブ
グループからなる分光器検討班が再編成 (粉末回折
計、単結晶回折計、全散乱装置、チョッパー型分
光器、非チョッパー型分光器、スピンエコー、小
角散乱装置、反射率計、生物装置、ラジオグラフィー
装置)された頃から、国立大学法人化の進行に伴い、
分光器検討に従来通りに大学等研究者が参画する
ことが困難になっていった。
　高エネ機構と旧原研では、実験装置が予算化さ
れていないことから、高エネ機構、旧原研の構想
と実験装置設置戦略を明確にした上で予算折衝を
する必要があった。そこで、高エネ機構、旧原研
間で協議が行われ、利用者とアクティビティの観
点、両機関の研究者とミッションを考慮した上で、
分光器検討班がリストアップした装置の中から 10
台 (高分解能粉末回折装置、汎用粉末回折装置、生
物単結晶回折装置、汎用全散乱装置、水平反射率
計、小角散乱装置、残留応力測定装置、低エネル
ギーチョッパー分光器、高分解能チョッパー分光
器、逆転配置型生物非弾性散乱装置) をプロジェク
ト装置として位置づけ高エネ機構、旧原研が協力
して早急に建設することになった。10 台の装置の
うち、高分解能粉末回折装置 (後の名称は超高分
解能粉末回折装置、SuperHRPD)、汎用全散乱装

置 (高強度全散乱装置、NOVA)、水平反射率計 (ソ
フト界面解析装置、SOFIA)、高分解能チョッパー
分光器 (HRC) の 4 台の建設を高エネ機構が担当
し、汎用粉末回折装置 (茨城県材料構造解析装置、
iMATERIA)、生物単結晶回折装置 (茨城県生命物
質構造解析装置、iBIX)、小角散乱装置 (中性子小角・
広角散乱装置、大観)、残留応力測定装置 (工学材
料回折装置、匠)、低エネルギーチョッパー分光器
(冷中性子ディスクチョッパー型分光器、アマテラ
ス)、逆転配置型生物非弾性散乱装置 (ダイナミク
ス解析装置、DNA) の 6 台の建設を旧原研が担当
することになった。分光器検討班は、主としてプ
ロジェクト装置の建設に取組むことになり、その
後、分光器検討班は物質・生命科学実験施設 (MLF)
グループ傘下の分光器サブグループとして再組織
化された。
　最初の J-PARC 中性子実験装置提案 (LoI) は平
成 14 年 (2002 年)12 月を締め切りとして J-PARC 
から募集され、承認された提案が平成 15 年 (2003
年) 秋までに実験装置詳細計画書提出へと進み、平
成 16年 (2004 年)8月頃から承認されていった。そ
の際、装置の設置期間をα年、定常の供用運転に
なった時点から 5 年で中間評価を行うこととした。
また、全ビームタイムの β% を装置グループが利
用できるが、β% 以外のビームタイム (100-β)％ 
の利用は共同利用に提供し、その利用は装置グルー
プが支援することとした。装置提案は毎年募集が
繰り返された。
　非結合型、非結合ポイズン型液体水素減速材に
ついて平成 13 年 (2001 年) から 14 年 (2002 年) に
かけて重要な進展があった。粉末装置グループを
中心とする MLF 分光器グループと MLF 施設開発
グループとの打ち合わせが頻繁に行われた。まず、
デカプラー開発は困難を極めたが、中性子源グルー
プの多大な努力で問題点を解決していった。AIC 
(Au-In-Cd 合金) と呼ばれるデカプラー材 (デカプ
リングエネルギー、1 eV 程度) であり、中性子源
グループがこの開発を成功させたことにより、広
い波長領域でプロファイルのテイルが少なく、対
称性の高い非結合型減速材を実現できた。さらに
シャープなパルス幅を得るために、減速材の中央
付近に長波長成分を吸収させる板を入れて、パル
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スのテイルを除去する方法を採用した (ポイゾニン
グ)。この際、J-PARC では、ポイゾニング材料と
して通常用いられる Gd ではなく、幅が狭くピー
ク強度が上回る Cd を用いることを決定し、フル
パワーでの寿命を 6 年として Cd 板の厚さを決め
必要な開発を行ってきた。Cd はカットオフエネル
ギーが高く、シャープで対称性の高いパルス領域
を 1 Å 以下の短波長に広げる効果があるためであ
る。さらに、SuperHRPD を 100 m 以内で最高分
解能 0.03% を達成させるため、Cd 板を中央からず
らして 25 mm の位置とした (反対側は 37 mm)。
　この頃、パラ水素を利用した水素減速材が検討
され、非結合型減速材にパラ水素を利用すると減
衰が早くシャープになること (SuperHRPD はこの
性能を利用している)、結合型減速材では厚くする
ことによって積分強度を増大させることができる
ことがわかった (現在、100% パラ水素を利用して
いる)。平成 14 年 (2002 年)、すべてのビームライ
ンのパルス形状データが分光器グループに提供さ
れると、装置シミュレーションが活発化していっ
た。
　実験施設建屋、ターゲット、減速材、冷却設備、
遠隔操作、シャッター等は当初旧原研施設開発グ
ループに高エネ機構メンバーが加わり設計や研究・
開発が推進されていた。平成 16 〜 17 年 (2004 〜
2005 年) 頃には、施設開発グループの実験施設仕
様をほぼ決定したのに対し、分光器グループは、
建設はおろか装置予算の見通しが全く立っていな
いところばかりだったため、両者のペースや仕様
調整に一時溝が深まったが、平成 17 年 (2005 年)
には一部の分光器機器の納品も始まり、両グルー
プをつなぐ active 連絡会の活動があり、分光器グ
ループが活発化していった。平成 18 年 (2006 年)
には高エネ機構の高分解能粉末回折装置のガイド
管等や JAEA (旧原研) の低エネルギー分光器本体
製作等、後述する茨城県材料構造解析装置の製作
が開始された。
　遮蔽計算は施設開発グループの指導の元、分光
器グループがすすめようとしたが、その専門性や
マンパワーから限界があり検討が遅れ始めたため、
結局平成 16 年 (2004 年) 初めに高度情報科学技術
研究機構 (RIST) の参加という方向転換により検

討が急速に進みはじめた。MLF 建物面積の変更、
ユーティリティ、大型クレーン、計算環境等、の
様々な問題を MLF 内の分光器グループと施設開発
グループで協議しながら少しずつ検討がすすんで
いった。
　分光器グループの各分野の研究者は外部のグ
ループと協力しながらさまざまな外部競争的資金
獲得に奔走し、その結果 23 本のビームラインの多
くが次々に埋まっていった。一方で、お金があれば
建設する、という考え方は馴染まず、どのような
装置を建設すべきかというグランドプランの議論
を加速した。最終的に外部資金で作られた装置は、
四季 (BL01、JAEA、科研費)、iBIX (BL03、茨城県)、
ANNRI (BL04、JAEA、JST)、VIN ROSE (BL06、
KEK、科研費)、SPICA (BL09、KEK、NEDO)、
PLANET (BL11、JAEA、科研費)、SOFIA (BL16、
KEK、JST/ERATO)、iMATERIA (BL20、茨城県)、
BL21 NOVA (BL21、KEK、NEDO) である。
　茨城県は J-PARC 等を核としてその周辺地域に
つくばと並ぶ新たな科学技術拠点の形成を目指す
ため、平成 13 年度 (2001 年度) に「サイエンスフ
ロンティア 21 構想」を策定した。これは、研究開
発を支援する産業の発展や、研究成果を活用した
新産業・新事業の創出を促進するための機能、将
来の科学技術を担う人材の育成機能、この地域に
来訪する研究者や技術者の快適な研究・生活環境
づくりを柱とするものである。構想の具体化を図
るための基本計画として平成 14 年度 (2002 年度)
にサイエンスフロンティア 21 構想推進基本計画を
策定、平成 15 年度 (2003 年度) は、この基本計画
において位置付けられた具体的な施策のうち、県
が整備主体として想定されている、「茨城県中性子
ビーム実験装置」の建設を決断した。さらに、東
証一部上場企業 611 社企業等に対するアンケート
結果 (回答率 20％) に基づき材料構造解析装置、生
命物質構造解析装置の建設を決め、さらに、高エ
ネ機構と旧原研に装置開発と設計を委託した。2 台
の装置は、実験装置提案書、計画書とも承認され、
平成17年度(2005年度)から建設が開始された[14, 
15]。
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　高エネ機構はプロジェクト装置として 4 台を建
設することになっていたが、加速器建設が優先し
たため１台 (SuperHRPD) を少し先行させ、他の
3 台の装置のビーム受け入れを半年遅らせた。それ
でも長尺ビームライン棟とガイド管の製作がやっ
とで真空槽や検出器などは 旧 KENS の機器を持ち
込み、他の装置も同様に 旧 KENS の機器 (反射率
計は ARISA、チョッパー分光器は INC) を持ち込
んで 4 台の早期のビーム受け入れを行った。デイ
ワン (J-PARC のパルス中性子が最初に発生した平
成 20 年 (2008 年) 5 月 30 日) に間に合ったのは、
iBIX (BL03、 茨 城 県)、ANNRI (BL04、JAEA)、
SuperHRPD (BL08、KEK)、NOBORU (BL10、
JAEA)、iMATERIA (BL20、茨城県) の 5台で、日
本時間 14:25、約 4×1011 個の 3 GeV プロトンが
水銀ターゲットに入射し、核破砕中性子が発生し、
各装置で最初のデータを取得した。SuperHRPD 
は 6 月 21 日、単結晶 Si を用いて世界最高の分解
能 Δd/d = 0.035％ の達成を確認した。旧 KENS 
の Sirius と比べて分解能やプロファイルの裾の様
子が著しく改善されていることがすぐにわかり歓
喜した (図 2)。
　デイワン以降、しばらく安定にビームが出ない
まま、また、装置整備やデータ処理ソフトの整備
が不十分なまま 12 月の共用開始を迎えたのは仕方
がなかったが、そのためサイエンスで成果を上げ
るには暫く時間がかかった。また、12 月には四季 
(BL01、JAEA)、NOP (BL05、KEK)、HRC (当初

は INC、BL12、KEK)、SOFIA (当初は ARISA、
BL16、KEK)、 匠 (BL19、JAEA)、BL21 NOVA 
(BL21、KEK) の 12 台が加わり、各グループは装
置整備と早急な成果創出を目指して急いでいった。
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共通基盤的な技術の開発

沿革（佐々木	慎一）
　共通基盤研究施設の 50 年にわたる活動について
は、各センターの稿において詳細に書かれている
ので、ここではイントロダクションとしてその沿
革について述べる。
　現在の共通基盤研究施設 (以下「本施設」とい
う) は、1971 年に文部省高エネルギー物理学研究
所の創設にあたって組織された 3 研究系 (物理研
究系、加速器研究系、共通研究系) の一つである共
通研究系を始祖としている。大型加速器を用いた
高エネルギー物理学の研究は多岐の分野にわたり、
加速器の運用には学際的な高い技術と開発能力が
必要で、当時の諸外国の研究所には、色々な分野
の優れた研究者・技術者集団が研究の進展と運用
のために研究支援を行っていた。高エネルギー物
理学研究所を創設するのにあたって、研究者や技
術者で構成された研究支援組織の重要性が認識さ
れ、放射線安全管理、データ処理、工作の 3 部門、
後に低温部門を加えた共通研究系の誕生となった。
当初は、各部門を他系に付属させる案や、工作部
門に回路関係を加える案などが検討されていたが、
最終的に一つの組織として纏まることとなり、今
の原型ができあがった。このことは、現在のセン
ターが、研究支援並びに開発研究に関して各分野
における拠点的かつ中核的活動を行っていること
を考えると、極めて良い選択であった。
　1986 年から、現在の放射線科学センターを始ま
りとして部門をセンターに改組する「センター化」
が始まり、支援業務や研究開発におけるセンター
の個別化とともに独立性が強まった。1997 年の高
エネルギー加速器研究機構の発足 (東京大学・原子
核研究所、同中間子科学研究センターとの改組・
統合) に伴って、本施設の名称は共通研究施設と
改まり、各センターの名称も変更された。この間、
1988 年に国立大学総合研究大学院大学が開学し、
翌年より加速器研究施設と共通研究施設が担当す
る加速器科学専攻において学生受け入れが始まっ
た。これまでにも受託生 (現在の特別共同利用研究
員) や共同利用学生の指導が行われていたが、同大

学の基盤機関として単位認定や学位授与を含む大
学院生の研究指導が本格化し、国費留学生を含む
外国人留学生の受け入れ教育が始まった。本施設
では、1993 年に初めての学生が国費留学生として
ウクライナから入学して以来、22 名の博士課程大
学院生が在籍して勉学、研究に励んだ。留学生や
女性の受入にも積極的で、これまでの在籍大学院
生のうち留学生 8名、女子学生は 4名にのぼる。
　高エネルギー加速器研究機構の発足による原子
核研究所のサイクロトロン加速器の廃止や跡地整
理のために機構・田無分室が設置され、本施設か
ら放射線関係の複数の職員が常駐し、2001年になっ
てつくばへの移転が完了した。この年より、後年 
J-PARC となる大強度陽子加速器施設の建設が始
まる。本施設では、放射線、計算機、低温関係の
職員を中心としたプロジェクト建設チームができ、
遮へい計算、放射線モニタリングや出入管理設備
などの安全管理設備、ネットワークや情報サービ
ス、ニュートリノビームライン用超伝導電磁石シ
ステムの設計開発が始まった。これらは J-PARC 
センターの設立に伴って、それぞれ安全ディビジョ
ン、情報システムセクション、低温セクションへ
と引き継がれ、本施設の職員が活躍している。
　2004 年になると、法人化により大学共同利用機
関法人高エネルギー加速器研究機構が発足し、本
施設も共通基盤研究施設となった。このときに低
温工学センターは超伝導低温工学センター、工作
センターは機械工学センターへと名称変更された。
同年、長基線ニュートリノ振動実験 (K2K) が終了
し、2005年に 12 GeV プロトンシンクロトロン(PS)
共同利用実験、2006 年にブースター利用施設 (BSF)
共同利用実験が終了し、PS のビーム運転が最終的
に停止した。PS のアクティビティのほとんどが 
J-PARC へと移ったが、旧 PS 跡地にはビームライ
ン等を始めとする PS 本体が残存し、放射線管理
を必要とする状態が続いている。一方、2009 年の 
J-PARC の完成に先立ち、東海キャンパスが設立さ
れ、本施設の職員の一部は同キャンパス勤務とな
りつくばと二分されることになったが、J-PARC に
関わる増員はほとんど無く人員不足の状態が続い
ている。
　法人化は、KEK 及び本施設に大きな影響をもた
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らした組織改編であった。種々の議論を踏まえて、
17 の大学共同利用機関が誕生し 4 つの法人に統合
されたが、KEK については、これまで通り単独で
2 研究所、2 研究施設を統合する法人として存立す
ることになった。KEK が単独の法人となった事は
非常に重要であり、また本施設を含む 2 研究施設
は「大学共同利用機関に準じる重要な組織」とし
て機構基本通則に記載され、機構の組織として中
期目標に記載することとなった。これにより、「共
通基盤研究施設は、機構全体の共通的基盤となる
研究支援業務を行うとともに、研究支援に必要と
なる基盤技術の開発研究を行う。」と組織規程上に
記載され、そのミッションが明確化された。
　法人化後、J-PARC 稼働開始、小林誠特別栄誉
教授のノーベル賞受賞、SuperKEKB 建設開始な
ど、機構にとって喜ばしい出来事があった一方で、
2011 年には東日本大震災が発生し加速器運転が長
期にわたり中断を余儀なくされ、引き続き起こっ
た原発事故による飛来放射能による影響 (原発に近
い東海キャンパスでより深刻だった) や電力不足、
2013 年の J-PARC ハドロン施設での放射性物質の
漏洩事故など、幾つかの困難な事態が発生した。
本施設は、原発事故対応における自治体への支援
や放射線に係わる測定協力、教育等の貢献を行い、
またハドロン施設漏洩事故ではハード・ソフト両
面に渡って事故対応に尽力した。原発事故の対応
活動の一部は現在も継続され、機構の社会貢献の
一つとなっている。
　最近では、2018 年に電子・陽電子衝突に成功
した SuperKEKB/Belle II プロジェクトのための
放射線安全の実施や中央計算機システム・ネット
ワークの更新改良、ILC 計画推進のための放射線
安全対策の検討や超伝導加速空洞製造技術開発、
CERN・LHC 加速器アップグレードのための超伝
導磁石の開発などの活動が行われ、成果をあげて
いる。本施設は、研究支援 (最近では研究推進とい
う意見もあるが) という余り目立つことはないが重
要な機能を機構全体に提供して、機構のプロジェ
クトのほとんどに関与、その成功に貢献してきた。
本稿並びに各センターの記述が、それを振り返り、
その伝統を知り、将来へ向けての一歩となる事を
望む。

1.	放射線科学センターの 50年（平山	英夫）
　放射線科学センターの 50 年を機構の中で果たし
てきた役割、加速器放射線防護に関連した研究分
野での役割と社会への貢献という観点から記載す
る。
　放射線科学センターは、1971 年の高エネルギー
物理学研究所の発足と同時に、共通研究系の放射
線・安全管理部門として発足し、共通研究系各部
門のセンター化構想の最初の例として 1986 年に放
射線安全管理センターとなった。その後、1997 年
の高エネルギー加速器研究機構の発足に伴い現在
の放射線科学センターとなった組織である。
　放射線科学センターは、高エネルギーの大型加
速器を用いた大学共同利用機関法人である機構に
おける「放射線安全管理」を担ってきた組織である。
放射線安全に関連した業務としては、

＊ 放射線施設等の安全設計、評価
＊ 放射線発生装置の使用許可と変更申請
＊ 放射線・放射能レベルの監視
＊ 放射線業務従事者と登録、教育と被ばく管理
＊ 放射性物質の管理
＊ 出入管理
＊ その他放射線安全に関するコンサルタント

等である。これらの業務は、放射性同位元素や放
射線発生装置を使用する事業所の放射線管理に共
通するものであるが、「国内最大級の大型加速器施
設」が対象であること、大学共同利用機関である
ということから「職員よりも遙かに多くの大学等
外部の放射線業務従事者」を受け入れるという点
で大きな違いがある。発足当初から、所長（現在
は機構長）の意向で、放射線安全に関する事項に
ついては、放射線取扱主任者を中心とする放射線
科学センターに大きな権限が与えられていたこと
が、機構全体の放射線安全を保つ上で非常に重要
であった。一方、このことから、機構の研究計画
に沿って進められる新たな加速器施設や共同利用
の施設を計画された使用開始予定の日までに申請・
承認を得ることが求められた。機構の研究計画の
進展により、毎年数件の「変更申請」が必要とい
う厳しい要請が続いてきたが、基本的に計画通り
に承認を得、機構における共同利用実験の進展を
支えてきた。多数の共同利用実験者の受け入れを
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含めた日常の放射線管理業務においても、大きな
トラブルを起こすことなく遂行したことが認めら
れ、2005 年度に「放射線安全管理功労者 (事業所)」
として表彰された。
　放射線防護に関連した研究は、国内最初の大型
加速器施設の放射線安全対策という観点から取り
組まれたものが多くある。日本最初の GeV 級陽子
加速器である PS 施設では、施設の遮蔽設計は海外
の類似施設データの「スケーリング」で行ったが、
施設が稼働後には「カウンター実験ホールでの中
性子レベル低下のために遮蔽実験」[1]、「ビーム
ライントンネル内のエアゾルに関する研究」[2] 等
が実施された。500 MeV の陽子を中性子やミュオ
ンを使った研究及び陽子線治療に使用するブース
ター利用施設では、中性子発生用に密封の U ター
ゲットを使用することになり、「被覆の健全性をモ
ニターするシステムの開発」が行われた [3]。
　我が国初の本格的な放射光の実験施設である放
射光実験施設では、挿入光源ビームラインで蓄積
時に残留ガスと周回する電子により高エネルギー
の「ガス制動輻射 X 線」が発生することが分り様々
な測定が行われた [4]。これらの例のような機構の
施設に関連して行われた一連の研究成果は、その
後建設された国内の大型加速器施設における安全
設計の基礎となった。
　機構の施設に直接関係した研究と併せて、「放射
線物理」、「放射線遮蔽」及び「放射化学」の各分
野の基礎・応用の研究も精力的に取り組まれた。
放射線物理グループでは、

＊ 放射線検出器の基礎研究 ( 電離効率、シンチ
レータの蛍光効率等 )

＊ 液体、気体及びその境界面での荷電粒子の挙
動

＊ 2 重 β 崩壊測定装置の基礎研究
＊ 高エネルギー放射線による核反応断面積

等について、放射線検出器物質の物性という観点
からの研究を系統的に行ってきた。これらの基礎
研究を踏まえて宇宙環境での「個人被ばく線量計
の開発」、「LET 測定型組織等価線量計」の開発に
も貢献してきた。
　放射線遮蔽グループでは、機構の加速器施設に
関する知見を踏まえた「高エネルギー陽子加速器」

と「高エネルギー電子加速器」の遮蔽に関する研
究、放射光施設の共同利用実験として「低エネル
ギー光子の計測、線量測定に関する研究」、韓国 
PAL での「高エネルギー光中性子発生に関する研
究」等を行ってきた。また、モンテカルロ計算コー
ド EGS の国内での改良・普及に取り組むとともに、
PHITS コードの改良にも貢献している。
　放射化学グループでは、「加速器施設における放
射化」に関連して「放射化物中の放射性核種の分
析法の開発」、「12 GeV 陽子加速器施設での構造体
の放射化についての研究」、「空気及び水の放射化
に関する研究」、「大型放射化物、極低レベル放射
化物の濃度評価のための測定手法開発」や「陽電
子消滅法による高分子材料の放射線損傷評価法に
関する研究」に取り組んで来た。これらの研究を
元に、「国内加速器施設の放射化状況に調査研究」
の中心を担っている。
　放射線物理グループは、1985 年度（昭和 60 年
度）から 1月または 2月に研究会「放射線検出器と
ドジメトリィ」、1992 年度（平成 4 年度）からは研
究会「放射線検出器とその応用」を応用物理学会放
射線分科会と開催してきた。放射線遮蔽グループ
は、1991 年度 (平成 3年度)から 7月または 8月に、
「EGS4 Users’ Meeting」(2004 年度（平成 16 年度）
からは、「EGS Users’ Meeting」) を EGS コードの
講習会と併せて開催してきた。放射化学グループ
は、1998 年度 (平成 10 年度)「環境放射能研究会」
を 3 月に、日本放射化学会 α 放射体・環境放射能
分科会と開催してきた。開始時期は異なるが、こ
のように 3 つのグループがそれぞれの分野に関連
した研究会を放射線科学センターの研究会として
継続して開催し、研究発表の場を提供しているこ
とは、各グループが機構外の様々な国内外の研究
機関や大学の研究者との共同研究を積極的に推進
したことと併せて関連する研究分野で重要な役割
を果たしてきたことを示している。
　相互に関連しているとはいえ、3 つの異なる分野
の研究者が同じ組織内にいることは、世界的に見
ても数少ないことであり、今後ともグループ間で
の交流を深めることによりそれぞれの分野の研究
を発展させることが望まれる。
　社会貢献活動として、福島第一原子力発電所の
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事故に関連した放射線科学センター
の取り組みを紹介する。2011 年 3 月
11 日の東日本大震災後に発生した福
島第一原子力発電所の事故に伴う放射
線・放射能の問題は事故の進展に伴い
深刻となった。3 月 14 日には、福島
県から線量計等の測定装置の提供要請
があり、放射線科学センターから 2 名
のメンバーが線量計を車で福島に届け
る事になった。その際、測定の必要性
を考え、要請には含まれていなかった 
LaBr3 測定装置を携帯した。派遣され
た 2 名は、福島県の要請に基づく線量
測定に従事すると共に、合間の時間に
理研から派遣されていた 2 名と共同で
福島県内の高速道路のサービスエリア
等で線量率と LaBr3 による波高分布測
定を実施した。15日に発電所から福島
市方向に出た放射性核種を含むプルー
ムを追いかける形の測定で、LaBr3 の
波高分布の測定による核種組成把握と
合わせて貴重なデータである（図 1）。
2 名のメンバーは、4 月 8 日に再度高
速道路で測定を行ない、3 月 15 日の
プルームについての分析結果を公表し
た [5]。
　一方、つくばキャンパスでも、3 月
15 日の早朝から空間線量率が急激に
上昇する状況となった。機構の受電設
備が地震により破損したため、モニタ
リングシステムは稼働していなかった
が、14 日から一般電源を使用してい
たモニターハウス内に NaI(Tl) 検出
器を設置しており、15 日の線量率の
変化を測定することが出来た ( 図 2)。
この結果は広く社会に伝える必要があ
るという機構の考えから、機構のホー
ムページでデータを公開した。線量率
の変化をオンラインで知る箇所が少な
かったことから、このデータはプルー
ムの飛来と周辺への沈着による状況を
知る重要なものと認識され多くのアク

図１　3 月 15 日の線量率測定結果．

図 2　3 月 14 日から 6 月末までの線量率変化．

図 3　2011 年 3 月 15 日～ 16 日の測定結果．
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セスがあった。NaI(Tl) 検出器による波高分布デー
タも連続して取得していたので、得られたデータ
を解析して、線量率の変化が見られた時期の核種
情報等の解析結果を公表した [6]。
　線量率の測定と合わせて、国立環境研の協力を
得てエアサンプラーで濾紙に捕集した放射性核種
の測定による空気中の放射性核種濃度の測定も継
続して行なわれた ( 図 3)。得られた結果は、つく
ば市に連絡すると共にホームページで公開した。
得られたデータは、関東各地での同様の測定結果
と共に事故により放出された空気中放射能の変化
を知る重要なデータとなった。
　つくば市での対応についても、機構内の他の部
署の協力を得て、他機関と共同で、

＊ 福島からの避難者のスクリーニング測定
＊ つくば市の幼稚園・保育園、小中高校校庭で

の測定に参加した。
　また、事故に伴い「放射線」に関する質問が多
く寄せられたことから、放射線科学センターのホー
ムページに様々な解説記事を掲載する活動も行
なった。
　その他、土壌、水、野菜や魚等中の放射能濃度
測定、福島県のモニタリングポストでの波高分布
データを用いた飛来したプルーム中の放射性核種
濃度の推定や飯舘村での線量率測定等多様な活動
を展開した。これらの活動は、放射線科学センター
の各研究分野で 50 年間に蓄積してきた知識と技術
に基づいて行なわれたものである。

1-1.		大強度陽子加速器施設（J-PARC）の放射線管理		
	 （沼尻	正晴）

　東海キャンパスにある J-PARC の放射線管理は、
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) が運営する J-PARC センター
として一体的な管理を行っている。原子力規制庁
との対応 (KEK と JAEA との二者申請)、原子力安
全協定による地元自治体との対応 (新増設等計画書
の提出、事前了解)も J-PARC センターとして一体
的に行っている。
　放射線管理業務の内容としては、放射性同位元
素等規制法に関わる申請、届出、施設検査対応、
予防規程等の改訂、放射線安全に関する委員会活

動、放射線安全教育を行っている。約 2,700 名の
共同利用者及び外来業者が J-PARC の放射線業務
従事者として登録されており、放射線安全教育、
被ばく管理を行っている。放射線安全管理業務の
内容については、毎年 J-PARC 安全管理年報 (KEK 
Internal、JAEA-Review) として出版している。
　J-PARC では、加速した陽子を標的に照射し様々
な粒子を発生させ、物質・生命科学実験施設、ハ
ドロン実験施設、ニュートリノ実験施設で共同利
用として使用されている。大強度の陽子加速器施
設では電子加速器とは異なり放射化の問題が大き
く、標的や加速器機器、ビームライン周辺の空気
や冷却水中に放射性核種が生成し、被ばく管理、
排気管理、排水管理等に対応を必要とする。
　被ばく管理について、つくばキャンパスの陽子
加速器施設 (KEK-PS) と総線量を比較した。図 4
に、J-PARC の総線量 (2006 年〜)を KEK-PS (1976
年〜) の総線量と共に示す。KEK-PS の 10 年目ま
での総線量は、実験ホール作業での中性子による
線量が、ビームライン周辺作業でのガンマ線によ
る線量と同程度あり、総線量は 200 〜 500 人・mSv 
と大きかった。一方、J-PARC の総線量は、30 〜
40 人・mSv 程度で推移しており、停止後の標的交
換作業やビームライン周辺の保守作業でのガンマ
線による被ばく線量のみであった。

図 4　J-PARC と KEK-PS の総線量の年度推移．
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　J-PARC のビーム出力は KEK-PS のビーム出力
に比べ50倍以上大きく、入出射時のビーム損失率の
違いもあるが、J-PARC での総線量は、KEK-PS の
総線量に比べ、10 分の 1程度と低くなっている。
　J-PARC では、施設設計時に最適な遮蔽計算 [7]
を行い、中性子による被ばく線量を低減させてい
る。また、線量率の高い場所での作業では、作業
場所周辺の線量率を測定し、作業時の線量を事前
に評価し、作業手順等の綿密な作業計画を行い、
被ばく線量を低減させている。
　排気管理では、運転時のビームライントンネル
等からの排気を抑え、循環系空気の一部を HEPA 
フィルターに通過させ、停止後に短半減期核種の
減衰を待って排気することにより、環境への影響
を低減している。排水管理では、イオン交換樹脂
の効率的な使用により放射性核種を充分除去した
後排水することにより、環境への影響を低減して
いる。
　今なお、物質・生命科学実験施設においては 
1 MW、ニュートリノ実験施設においては 750 kW 
という、経験したことの無いビーム強度での共同
利用に向けて、様々な課題等に対処し続けている。
　2013 年 5 月 23 日、J-PARC ハドロン実験施設に
おいて放射性物質の漏えい事故が発生した (図 5)。
この事故は、50 GeV シンクロトロン加速器から
ハドロン実験施設の金標的に向けて、本来 2 秒間
かけて少しずつ取り出される陽子ビームが、機器
の誤作動により、ごく短時間 (約 5 ミリ秒) に一度

に取り出されたことにより発生した。瞬間的に強
いビームが金標的に照射されたことにより、金標
的が高温となって損傷し、標的内部に蓄積されて
いた放射性物質の一部が標的外に放出された。放
射性物質が一次ビームライン室から実験ホール内
へ漏えいしたことにより、実験ホール内の作業者
が最大 1.7 mSv の内部被ばくをした。さらに、放
射性物質は実験施設外および周辺環境に漏えい
し、その放射線量は施設に最も近い事業所境界で 
0.17 μSv と評価された。
　この事故により全施設の利用運転を停止して、
施設の総点検を行った。有識者会議等の指導を仰
ぎながら、施設の設備改修と安全管理体制の構築
の両面から、事故の再発防止と安全性向上のため
の取り組みを行った。これらの取り組みを踏まえ、
監督官庁、地元自治体、近隣住民の理解を得て、
ハドロン実験施設を除く施設の利用運転を順次再
開した。2015 年 4 月には、設備の改修を終えたハ
ドロン実験施設での利用運転が再開し、J-PARC の
全施設が稼働する状態となった。その後も、安全
を優先しながらビーム性能の向上と様々な実験研
究が進められている。

1-2.	化学安全・環境安全（平	雅文）
　化学安全部門は放射線・安全管理部門の下に設
置され、実験廃液処理、水質検査、化学薬品管理
等の業務を担ってきた。
　1976 年に茨城県研究学園都市下水道条例が施行
され、KEK では公共下水道に排出される実験系廃
水、生活汚水の排出基準を遵守するため、同年 6
月に実験廃液処理装置を設置し、外注により実験
系廃水の処理を開始した。さらに、1979 年 9 月か
らは外注により排水の水質検査を開始した。その
後、水質検査体制を整備し、1982 年 4 月には常駐
の委託業者の力を借りて排出基準の定められてい
る全項目について、自前分析ができるようになっ
た。翌 1983 年 7 月には実験廃液処理施設、化学実
験棟が新設され、フェライト化処理法による無機
廃液処理、凝集沈殿処理による洗浄廃水処理、有
機廃液焼却炉による有機系廃液の処理ができるよ
うになった。化学実験棟には水質検査に必要な分
析装置、分析機器を設置し、公定法に基づく水質

図 5　ハドロン実験ホールと金標的．
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検査体制を整えた。当時、廃水の原点処理、迅速
な水質検査というポリシーのもと、自前での実験
廃水処理、水質検査体制が整えられた [8]。また、
早くから全国の大学等の実験廃液を処理する部門
の連絡会である大学等廃棄物処理施設協議会 (現、
大学等環境安全協議会) に参加し、廃液処理、排水
の分析法に関する情報収集、情報交換に努めた。
　加速器の運転に伴いトンネル中に発生する有害
ガス (オゾン、窒素酸化物、硝酸ガス等)に注目し、
市販の測定器による測定を行い、中でも腐食性の
ガス、エアロゾルが加速器を管理する上で問題に
なるため、連続分析法の開発を行った。これらの
技術は大気中に生成される濃度範囲においても十
分な感度を持ち、環境計測へも応用できることが
確認された [9]。
　毒劇物を用いた犯罪が増加する中、1998 年 9 月
に政府において毒劇物対策会議が設置され、その
後、文部省から毒劇物管理体制の強化の通知があっ
た。本部門においては、毒劇物を含む約 1,800 種
類の薬品を管理していたことから、バーコードに
よる薬品管理システムを構築した [10]。その後、
全国の大学でも市販のシステムをベースにした薬
品管理システムの導入が始まっていったが、本部
門の取り組みは先駆的なものであった。
　2004 年からの機構の法人化に伴い、機構の環境
管理及び化学安全管理に関する業務を行う組織と
して、機構長のもとに環境安全管理室が設置され、
本部門の業務に環境管理が加わった。2006 年から
は環境配慮促進法に基づき環境報告書の作成に携
わることになった。以降、引き続き環境報告書の
作成に携わり、2019 年度には「環境報告 2019」が
環境コミュニケーション大賞 (環境省及び一般財団
法人地球・人間環境フォーラム主催) の環境報告部
門優良賞を受賞した。
　所有する分析機器の活用のため、所内の研究者
より寄せられる試料について年間 30 件程度の依
頼分析を行い、加速器のトラブルの原因究明等に
貢献してきた。一例として、2003 年 5 月頃から 
KEKB 電磁石冷却水の流量が低下し、インターロッ
クが動作する事象が発生した際に、ストレーナー
付着物の分析の結果、一部のシステムに粘性の高
い油が混入していることを確認した。汚染源を確

定するため、可能性のある現場で使用されている
油サンプルを収集、比較分析し、最終的に機械室
に設置されているポンプ軸受部に由来することが
わかった [11]。その後、ゴム片の混入等の新たな
問題も発生し、混入した油の除去には時間を要し
たが、化学分析の手段を用いて現場の問題解決に
大いに貢献した。
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2.	計算科学センター（真鍋	篤）
　計算科学センターは、高エネルギー物理学研究
所設立当初の 1971 年に共通研究系データ処理部門
として設置された後、データ処理センター（1987
〜 1996 年）、1997 年に東京大学原子核研究所（核
研）計算機室と合流して共通基盤研究施設計算科
学センターとなり現在に至っている（以下、総称し
て「センター」と記す）。センターでは「計算機シ
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ステム、ネットワーク及び情報環境の基盤を整備
し、データ解析、計算機利用等の情報環境の利用
に関する研究支援を行うとともに、それに関連す
る研究開発を行う。」ことを目的として活動を続け
てきた。計算機、ネットワーク、そして Web が爆
発的に発展し、KEK 及び高エネルギー加速器実験
ではそれらの技術を先進的に利用し続けていった。
創設期のメインフレームから現在サービスしてい
る計算機の性能比は 109 倍にも及ぶ（図 6）[1]。

2-1.	大型計算機システム
　KEK の最初の計算機システムは、つくばキャン
パス敷地内のゴルフクラブハウスの一室を使った
計算機室に核研から持ち込まれた DEC 社 PDP-
7 である [2]。翌年の 1972 年には、計算機棟 (北
棟) が竣工し、メインフレーム計算機 HITAC8700 

の利用が始まった。CERNLIB、TOPDRAWER、
EGS など海外研究所で開発された CDC、IBM 用
ソフト移植の労を厭わず OS、命令体系の異なる国
産機を採用したのは、黎明期の国産汎用計算機の
発展と協調して新たな日本の高エネルギー加速器
実験データ解析を進めたかったためであろう。
　1970 年代初頭は所謂クローズド方式 (プログラ
ムをパンチカードに打ち処理を依頼し、 出力紙を
受取る) で、週日昼間だけ運転された。1977 年に
は、12 GeV 陽子シンクロトロン (PS) 実験開始に
あわせて終夜運転となり、利用者が磁気テープ入
出力を直接行う KEKOPEN を開発して、オープ
ンショップ方式へと移行した。1979 年から TSS 
(Time Sharing System) による複数ユーザー同時利
用が始まり、ラインエディター、後には NEWLIB 
などによるフルスクリーンエディタによりプログ
ラムを開発する利用形態になった [3]。1981 年の 
TRISTAN 加速器建設の開始に伴い、計算機南棟が
新設され、1985 年にトリスタン計画推進部により
トリスタン計算機が運用を始めた (1988 年にセン
ターに移管)。1986 年 11 月には富士通と共同開発
したテープ管理システムで動作する VHS テープ (1
巻 280 MB) を利用した総容量 1.7 TB のテープロ
ボットライブラリが稼働した。実験データ収集後、
直ちにテープライブラリにデータを保存・管理す
る方式は世界初であった。
　1990 年代に UNIX ワークステーションの利用が
急速に進んだ。センターでは、各種 UNIX サービ
スサーバーとしての KEKUX の運用開始 (1991年)
や CERNLIB の移植試行などを行いながら、トリ
スタン・共通計算機に UNIX WS 計算ファームを
接続し、メインフレームの仮想 OS 上に UNIX OS 
を動作させる運用も開始された。共通計算機では
1996 年の更新で、研究グループ毎に数台のワー
クステーションを配置しネットワークにより接続
するクラスター構成を採用し、メインフレームが
廃された。このクラスターシステムの共有ファイ
ルシステムとして、NIS (ユーザー情報共有)/NFS 
(ファイル共有) を超えるスケーラビリティの必要
性から DCE/DFS を採用した。DCE/DFS は当初は
問題が次々と出たが、利用者にも忍耐いただき実
用に供することができた。TRISTAN 実験終了と 

図 6　�50 年間の計算機性能比（上）とストレージの進化
（下）．
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KEKB 加速器実験のスタートに伴いトリスタン計
算機は 1996 年に運用停止、1997 年に B ファクト
リー計算機が運用を開始した。共有メモリープロ
セッサー 8 台を高速なネットワークで結合した計
算システム、SONY と共同開発したデジタル映像
用ヘリカルスキャンテープドライブを改造して搭
載したテープライブラリ、RAID とテープを階層化
して利便性を向上させた階層型ファイルシステム、
DCE/DFS の採用などの多岐にわたる新機軸が採用
された。
　田無で運用されてきた原子核物理計算機システ
ムは田無分室のつくば移転に伴い、2000 年につく
ばで更新され 2006 年まで運用された。放射光施
設では、独自に汎用大型計算機「放射光計算機シ
ステム」を 2008 年まで運用していた。これらシス
テムは法人化以降の予算流動化・効率化から共通
計算機へと統合されていった。2010 年には、Grid 
Computing により相互利用が促進されていたこと
を背景に、共通計算機と B ファクトリー計算機の
統合が１年をかけた議論の後に決定された。統合
され中央計算機となった新システムは 2012 年より
運用を開始したが、その移行準備が
行われた 2011 年は統合に伴うデー
タ移行における大規模な実験データ
喪失事故や東日本大震災など大きな
出来事があった。

2-2.	Grid	Computing
　1998 年に Ian Foster により提唱
された「Grid」 コンピューティング
の概念は、高エネルギー加速器物理
の領域で CERN の LHC 実験のため
の広域分散データ解析網に取り入れ
られ急速に利用が進んだ。2001 年か
ら ICEPP、産総研、東工大とともに 
Grid 対応 Gfarm ファイルシステム
への開発参加、広帯域高遅延長距離
ネットワークでの通信試験、2004 年
から LHC Computing Grid (LCG-
2) で採用された Grid ミドルウェア
(EGEEgLite) の導入と運用、国内
大学への普及活動、2005 年から国

産 Grid ミドルウェア NAREGI プロジェクトへ参
加、2006 年から KEK Grid 認証局 (IGTF 承認) の
運用開始、2009 年から東海・つくば間データ共有
のための Integrated Rule-Oriented Data System 
(iRODS) サービス開始、2010 年から Belle II 向
けサービス開始、2012 年から中央計算機の一部と
しての Grid システムを導入など、センターでは 
Grid 利用・開発に多彩な展開を図った。2014 年
には Belle II 実験データの国際協調解析体制のた
め Tier-0 機能の検討を開始し、計算機資源を供出
する各 Grid サイトとサービスレベルに関する覚
書締結を順次進めた。2015 年より技術的情報・方
針共有を行うための Worldwide LHC Computing 
Grid (WLCG) コラボレーションに正式オブザー
バーとして参加した。2016 年の中央計算機更新と
同時に、それまで展開を行っていた基本的な Grid 
サービスに加え、データの分配 (FTS3) と解析ソフ
トウェア共有 (CVMFS) を行う新規サービスの運
用を開始し、Belle II Grid の健全性に重要なセント
ラルサービス (VOMS、LFC、AMGA) 等の堅牢性
を向上させた。LHC 実験のために組織化されてい

図 7　計算機システム，ネットワーク一覧．
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た各国の学術ネットワーク間の閉鎖経路情報交換
網 LHC Open Network Environment (LHCONE)
に、非 LHC 実験として初めて接続が認められ、
SINET5 を通した 40 Gbps での接続を開始し、
2020 年からは、データ転送サーバーの性能を上げ
ることにより 80 Gbps の最大転送能力を有するよ
うになった (図 7)。

2-3.	スーパーコンピューター
　1970 年代後半以降ベクトル型計算に特化したコ
ンピューター、スーパーコンピューター (スパコ
ン) は高度な数値計算に広く使われるようになっ
ていった。KEK では 1985 年に S-820/10 が導入
されたのを初めに「理論性能より実行性能、メモ
リバンド幅重視」「プログラム変更を厭わず、その
時々の最適な高性能システムを採用」の方針のも
と、国内最速クラスのスパコンが導入されてきた
(図 8)。2012 年には 1,024 ノード (１ノード 16 コ
ア) × 6 台を高速インターコネクトで接続した超
並列計算機システムにより 1 PFLOPS 超の性能を
有するまでになった。1996 年には共同研究公募を
開始し、課題審査等の実施体制も整えられ、2004
年からは共同利用プログラムとして「大型シミュ
レーション研究」に拡大された。2008 年には筑波
大学、国立天文台と連携し、素粒子・原子核・天
文分野の国内研究体制強化を目的に「計算基礎科
学連携拠点」の協定が結ばれた (現在は 8 機関へ
拡大)。KEK のスパコンを用いたシミュレーショ
ン研究は格子 QCD をはじめとする素粒子理論等

に大きな成果を残したが、2016 年の KEK Project 
Implementation Plan の方針により、2017 年夏を
もって共同利用を中止し、システムも撤去された。

2-4.	ネットワークシステム
　オンラインで実験データをカウンターホールか
ら計算機棟へ転送する KEKNET システムが 1975
年より開発され、当時世界最高転送速度を誇った。
これはオンラインでの実験データ収集からオフラ
インシステムへのデータ転送の嚆矢となり、トリ
スタン・B ファクトリー計算機での高速なデータ
転送に引き継がれている。1980 年代初頭には共
通計算機が所内電話回線により接続された端末に
より利用ができるようになり、これが所内ネット
ワークの始まりだと思われる。1982 年に VAX750 
が導入され (KEKVAX は更新を続け 1998 年まで 
KEK の主要メールシステムとして運用)、また、
各大学にも DEC の計算機が整備されたことによ
り DECnet の利用や電子メールの利用が急速に進
んだ。1983 年からは DDX 回線により KEK と国
内大学、研究所のメインフレームが接続され、リ
モート端末接続、ジョブ相互サブミットによる遠
隔利用がなされるようになった。一方 1986 年に
は IBM 機の上で BITNET のテスト運用が始まり
(1987 〜 1993 年 jpnkekvm)、1998 年より共通計
算機で UNIX SMTP/pop を使った mail.kek.jp、
post.kek.jp が始まり、現在まで継続されている。
　所内では DECnet や TCP/IP による接続のため
に 10Base-5 同軸ケーブルによるネットワークが
整備され、その後、1980 年代後半には部署毎に
Ethernet のサブネット (ネットワーククラスター
と呼称) を分割して使用するようになり 1990 年代
初めには所内ネットワークの Ethernet サブネッ
トは 35 までに達している。基幹部分には 1993 年
に FDDI、1995 年に部分的 ATM 導入、1999 年
〜 2000 年には全て Gigabit Ether に置き換えられ
た。2001 〜 2003 年には現在のネットワーク形態
の原型となるファイアーウォール、DMZ の設置や 
VPN の整備などが行われた。 当初ネットワークは、
補正予算など不安定な予算で措置されていたが、
2008 年より安定的な運用を目指してリースによる
調達が行われるようになった。

図 8　スパコンの性能推移．
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　国内・国際回線については、1987 年には日米間
の専用線接続により国際間での DECnet 接続がス
タートし、並行して電話回線により JUNET とも
接続した。1989 年には、KEK よりルーターを貸
与し、学情センターネットワークや専用回線を利
用して、高エネルギー実験関連の 35 大学・研究所
を KEK と接続した HEPnet-J の運用が開始され
た。1986 年に設置された学術情報センター (後の
国立情報学研究所) は大学等研究機関の超高速ネッ
トワーク基盤として Super-SINET を企画し 2002
年から運用を開始した。高エネルギー物理はスター
ト時点での重点分野の一つとして採用されている。
国外回線については米・中・台・露への直結線を
運用し順次増速し、1999 年以後は学術情報ネット
ワーク上の仮想回線に形態を変えた (図 9)。
　CERN で開発された Web システムは、CERN 
と関係の深い KEK では 1992 年から試験運用が行
われ、1995 年に KEK の公式 WEB ページが日本
で初めて公開するなど利用が先んじて進んだ。そ
の後 CERN agenda/indico (2005年〜)、Wiki 等の
サービスも開始し現在に至っている。

2-5.	TV 会議
　1992 年に日米 CDF 実験でのコミュニケーショ
ンツールとして試験的に FNAL と一対一会議を
行ったのが TV 会議の初めで、その後利用が急速に
進んだ。1995 年から ISDN ベースの多地点 TV 会
議システム MCU（Multi-point Control Unit）サー
ビスを開始し（2002年から IP ベースへ変更）2008
年には MCU 予約システムを開発し利便性向上を

図った。2013 年からは PC ベース主体の多地点会
議システム「Vidyo」サービスを開始し、現在に至っ
ている。

2-6.	情報セキュリティ
　1986 年にドイツのクラッカー集団が公衆回線か
ら KEK の VAX に侵入し、実害はなかったものの
報道された事件 [4] があったが、KEK での本格的
な情報セキュリティ対策は、1998 年に発足したセ
キュリティ WG が策定したセキュリティポリシー
によるものからである。1998 年には侵入検知シス
テム (IDS) を導入し、機構外部からの不正アクセ
スの兆候をとらえることでセキュリティ被害を低
減する仕組みを構築した。世界的にコンピューター
ウィルスの感染が広がり社会問題となることに伴
い (2005 年には KEK で年 100 件超のインシデント
が発生)、センターでは、セキュリティ対策の技術
的な支援を行うとともに、2005 年より IDS の外部
監視開始、DMZ 機器の常時脆弱性診断、ハニーポッ
ト型のウィルス検知システムなど多様なネット
ワークのセキュリティ対策を開始した。また国内
共同利用研究所と共同で毎年ワークショップを開
催 (1999 年〜)、日本 CSIRT 協議会への加入 (2012
年〜)、アジア 3国でのセキュリティ協同活動 (2017
年〜) 等国内、国外における情報交換・交流を進め
ている。

2-7.	J-PARC
　2001 年の J-PARC 建設着手と同時に、JAERI（後
の JAEA）・KEK の合同グループにより J-PARC 情
報インフラの検討が開始された。2002 年に KEK 
LAN を、当初は広域イーサネット（10 Mbps）、
2004 年より地域ネットワークの茨城ブロードバン
ドネットワーク（100 Mbps）を介して東海村原子力
科学研究所（原科研）へ引き込む形で J-PARC ネッ
トワーク（JLAN）の運用が開始された。ドメイン
名 j-parc.jp や IP アドレスは当初より J-PARC 独
自の物を使用し、運用、セキュリティ共に KEK と
も JAERI とも独立なポリシーを定めて運用された。
　2007 年には原科研へ Super-SINET のノード
を誘致し、J-PARC 独自で外部と接続する構成と
なった。 JLAN は JAERI/KEK 両計算科学セン

図 9　国際回線帯域幅推移．
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ターが共管する体制で運営を開始したが、2008 年
より JAEA 職員と KEK センター兼任職員により 
J-PARC センター下に情報システムセクションが組
織されて運用される形となった。

2-8.	ソフトウェア開発
　センターでは、海外研究所やメーカーの協力を
得ながら、ソフトウェアの移植・改良、ストレー
ジシステム開発や高並列システムの効率的利用等
について研究開発が行われてきた。その中でも前
述した Grid に並び、GEANT4 と GRACE ソフト
ウェア開発はセンター職員が長年関与してきたプ
ロジェクトである。

【GEANT4 開発】 1990 年頃は、ソフトウェア技
術の大きな発展期であり、従来の逐次遂行型プロ
グラムスタイルからオブジェクト指向スタイルへ
大きな変化の時期であった。センター内で、これ
に関する勉強会に参加していた数人の研究者が、
多くの実験研究に利用されていた CERN 開発の 
GEANT 放射線シミュレーションプログラムライ
ブラリーを、オブジェクト指向言語 C++ をとり
入れて書き換えようとプロジェクトを立ち上げた。
同時期、CERN でも LHC 向けの放射線シミュレー
ションプログラムの超高エネルギーへの拡充が議
論され、10 〜 20 年の長期保守、発展の必要性から、
従来の FORTRAN 言語から、オブジェクト指向言
語 C++ での開発が検討されていた。そこで KEK 
と CERN 研究者が共同で Geant4 開発計画を提案
し、1994 年に CERN、KEK、SLAC 等と世界的な
共同開発プロジェクト (RD44) として立ち上がっ
た。国内でも大学から多くの研究者が参加し最盛
期には 30 名にもなった。1998 年には、Version 0 
をリリースし、宇宙や生物など多分野の利用も含
めた本格的利用がされた。1999 年には国際的運営
組織 (Geant4 Collaboration) が MoU の元に組織
され、20 年以上に亘って開発、整備、ユーザーサー
ビスが続けられている。この中で、日本の貢献は
大きく、基幹部分を担当している。現在も高エネ
ルギー物理学だけでなく、宇宙や放射線医療分野
への応用や高速化への開発と共に、普及のための
ユーザー教育を積極的に行っている。

【GRACE】 高エネルギー物理学実験のデータ解析
には、多くの理論的計算とそれに基づくイベント
ジェネレータソフトウェアシステムの開発が必要
とされる。これらの多くの部分を計算機で自動化
できるのではないかという考えのもとに 1985 年
頃からセンターと素核研の研究者で議論が始まっ
た。1986 年に電磁量子力学に対して自動計算シス
テムの最初の版が完成し GRAND と名付け公表さ
れた。これは指定されたトリープロセスに対して
全ファインマングラフを生成し、数式処理システ
ム REDUCE のコードを生成し、その実行により
理論計算 FORTRAN コードが生成され、すでに開
発されていた数値計算・イベントジェネレータ生
成システム BASES/SPRING により理論的予言値
およびイベントジェネレータを自動生成するとい
うものであった。それ以後、標準模型および超対
称性模型を対象とし、より高次効果も計算可能な
自動計算システム GRACE が開発されてきた。物
理的模型情報、物理反応に関与する粒子と計算す
る摂動の次数を入力し、関連する全ファイマング
ラフを生成し、そこから直接または数式処理シス
テムを経由して数値計算コードを生成し、数値積
分あるいはイベントジェネレータを生成するもの
である。これらの計算は極めて大規模となり、手
計算で可能な範囲をはるかに超えている。また、
数値計算では計算結果の精度が十分にあり、正し
い結果が得られているかなどの検査も必要である
が、半自動的な検査ツールの整備も行われてき
た。さらに、高度な数値計算によりすべてを数値
計算により求める方法など、基本的な計算方式に
ついての探求もなされてきた。このような自動計
算システムは、AIHENP/ACAT ワークショップ
(1990 年〜)、LEP2 ワークショップ (1995 年) 等を
通して世界的潮流となっている。また、GRACE プ
ロジェクトは、標準模型及び超対称性模型に基づ
く 1 ループまでの多くの計算、ミューオン ɡ-2 現
象への弱電磁模型 2 ループ完全計算などに成果を
上げている。
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3.		超伝導低温工学センターと超伝導磁石開発	
	 （荻津	透）

　超伝導低温工学センター (以下、低温センターと
略称する) の 50 年史を、低温センターの基盤技術
の一つである加速器用超伝導磁石の開発の歴史と
ともに記したい。記録[1]によれば低温センターは、
1972 年に共通研究系の低温部門として発足し、当
初は第 1 低温棟の液化機を利用した液体ヘリウム
のユーザーへの供給と使用済みのヘリウムガスの
回収を主な業務としていた。この業務は現在も継
続中で、回収率は約 90% に達し、近年のヘリウム
不足の状況でも安定的にヘリウムを供給している。
その後 1970 年代後半になって 12 GeV 陽子加速器
施設に超伝導磁石を使った π1 ビームラインの開
発・建設が本格的に始まると低温部門も加わって
本格的に加速器用超伝導磁石を開発するチームが
立ち上がりビームライン建設が進められた [2]。
　このチームは、最初の TRISTAN 計画が、電子・
陽電子/陽子・陽子(Transposable-Ring)コライダー
として検討されたことから、その為の加速器用超
伝導磁石開発の基盤チームとなることが期待され
た [3]。この頃から KEK で大幅に増えた液体ヘリ
ウムの需要に対応するため第 2 低温棟が建築され
新しいヘリウム液化機が整備される。加速器用超
伝導磁石の開発は、その後 TRISTAN 計画が電子・
陽電子コライダーへと縮小されるに従って下火に
なった。一方 TRISTAN では 4 つの衝突点のう
ち 3 つに大型の超伝導検出器ソレノイドが入るこ
とになったことから、そのための開発が推進され
た。当時の低温部門でも、そのうちの一つである
VENUS 検出器のソレノイド開発・建設を三菱電機
と共同で行った [4]。
　1988 年に低温部門は低温センターに改称される
が、そのころ米国では Super-conducting Super 
Collider (SSC) 計画が立ち上がり KEK でも SSC 用
超伝導磁石の開発が進められた。しかし 1993 年に 

SSC 計画が中止され、またもや超伝導磁石開発は
下火になりかけたが、1994 年に欧州原子核研究機
構 CERN で Large Hadron Collider (LHC) の建設
が正式に承認され、息を吹き返すこととなる [5]。
　1997 年の KEK 改組に伴い、低温センターは低
温工学センターと改称 (その後 2004 年の KEK 法
人化に伴い超伝導低温工学センターに改称)される
が、ちょうどその 2 年前から KEK も LHC 計画に
本格的に参入することが決まり [6]、そのための超
伝導磁石開発が本格的に立ち上がった。この計画を
主導するチームが低温センターを中心に構築され、
機械工学センター、加速器研究施設、素粒子原子核
研究所 (素核研)から開発メンバーが参加した。
　LHC 計画において KEK は、米国の研究所と共
同でビーム衝突点付近に使用される強収束超伝導
四極電磁石の開発・製作を分担した。この衝突点
用強収束四極磁石は LHC 用超伝導磁石のなかで最
も性能要求が厳しく、215 T/m の強磁場勾配を直
径 70 mm の口径内に発生する事が求められた。最
高磁場は 8.6 テスラにも達し、磁場精度の要求も厳
しく、半径 17 mm において、主成分である四極磁
場に対する高調波成分を 10-4 以下に抑える事が求
められた。KEK ではこれらの要求仕様を満足し、
再現性を最大限にするため、1) 電流密度のグレー
ディングを持つ 4 層コイル、2) 非磁性鋼による薄
肉スペーサーカラー、3) 上下に分割、キー構造を

図 10　LHC�衝突点用四極超伝導磁石．
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もつ鉄ヨーク構造を採用した (図 10)[6]。開発は
1996 年より始まり、再現性の検証を含み、1 m モ
デル磁石 5台が KEK 内部で開発された。第 3低温
棟は、この開発の拠点として、この時に整備され
たものである。
　モデル磁石での技術確立・検証を受けて、実機長 
7 m のプロトタイプ 2 台と予備機を含む全 20 台の
実機製作は、東芝によって 2001 年より 2004 年ま
で行なわれた。また KEK において、7 m のプロト
タイプ及び実機全てを実際に 1.8 K で試験し性能
を検証した上で米国の Fermi National Accelerator 
Laboratory (FNAL) に送った。そして米国で分担
製造された四極磁石と一緒に極低温容器に組み込
まれ、最終収束系のトリプレット磁石システムと
して完成した。それらのシステムは FNAL で性能
検証された後に CERN に送られて LHC の衝突点
に設置され (図 11)、現在でも LHC 運転に使われ、
LHC 物理実験に大きく貢献している。

　KEK での 7 m 磁石性能試験のためには、大型の
縦型クライオスタットとヘリウム冷凍機を直結し
た試験設備が必要であった。このため第 4 低温棟
が新たに建設され、7 m 磁石が 1.8 K で試験でき
る大型の試験設備が整備された (図 12)。第 4 低温
棟での受入試験は 1 つの磁石につきほぼ 1 か月か
かり、年間 6 台程度の試験をこなす必要があった。
このため、保安検査のための夏のシャットダウン
期間や正月休みを除けば常に試験を行う必要が
あった。1 か月の試験期間のうち半分の 2 週間はシ
フト体制での昼夜運転を行いながらの試験となっ
た。試験設備には TRISTAN で使われていた中古
のヘリウム冷凍機が冷却試験専用に設置されてい

たが、1.8 K での磁石クエンチ試験を継続的に行う
ためには冷凍能力が足りていなかった。このため
隣の第 2 低温棟のヘリウム液化機から液体ヘリウ
ムを直送する新たな配管を接続し、冷凍能力の補
填を行うという離れ業を行った [7]。
　LHC の建設が進んでいた頃、KEK では日本原
子力研究開発機構 (JAEA) と共同で東海村に大強度
陽子加速器研究施設 J-PARC の建設が東海キャン
パスで進められていた。この中で J-PARC の Main 
Ring (MR) の 30 GeV 陽子ビームを用いて大強度
のニュートリノビームを生成し神岡のスーパーカ
ミオカンデに向かって撃つニュートリノ振動実験 
T2K が提案された。ここで MR から取り出され
た陽子ビームを神岡方向に約 80 度曲げるための 
150 m のビームラインが必要になったが、J-PARC 
の敷地の制約の中で実現する為には磁場 4 テスラ
級の超伝導磁石を用いたビームラインを設置する
必要があった。そこでビームライン用超伝導磁石
の開発と超伝導ビームライン建設を推進するチー
ムが低温センターと素核研の低温グループを中心
に構築され開発と建設を行うこととなった。ちな
みにこのチームは後に、J-PARC センター低温セク
ションとなる。
　ニュートリノビームラインの超伝導磁石システ
ムは当初二極磁石と四極磁石を別々に開発・建設
し設置する機能分離型が提案されたが、厳しいス
ケジュールと予算の制約に整合しなかった。この

図 12　�縦型クライオスタットに挿入中の
四極超伝導磁石．

図 11　�CERN-LHC� トンネル内の衝突点用超伝導四極電磁
石．
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ためシステムの大幅な合理化を目指して図 13 に示
す左右非対称コイルを用いた機能結合型の超伝導
磁石を用いたビームラインを考案した [8]。これに
よって磁石の種類は 2 種類から 1 種類に、磁石の
数は 40 台から 28 台になり予算スケジュールとも
に制約内に収まる目処を立てた。一方、左右非対
称コイルを用いた機能結合型超伝導磁石の実用は
世界的にも初めての試みであったため、チーム外
の専門家も含めたレビューの開催など慎重な検討
を重ねた上で詳細設計を決定し、モデル磁石での
実証を経て、建設を開始した。
　モデル磁石の開発は 2002 年から図 14 に示すよ
うに第 3 低温棟で行なったが、この時はまだ LHC 
衝突点四極磁石の製造受け入れ試験を行なってお
り、人的にもスケジュール的にも綱渡りの開発と
なった。2005 年にはニュートリノ実験施設の建
設が正式に開始され超伝導ビームラインも本格的
な建設が始まった。超伝導磁石システムの建設は 

KEK が開発したモデル磁石の詳細設計を基に三菱
電機が請負った。LHC 衝突点用四極磁石の場合
と同じように受け入れ試験は第 4 低温棟の縦型ク
ライオスタットで行った。また最初のプロトタイ
プについては、トンネルに入る時と同じ横型クラ
イオスタットでの試験も第 4 低温棟で行い、磁石
システムとしての設計確認も行なった。ニュート
リノビームライン磁石の試験は 4.5 K で行えば良
かったため、1 台あたりの試験期間は 3 週間程度に
短縮された。しかし予備も含めて 32 台の試験を 4
年間で行う必要があったため、LHC の時よりもス
ケジュールは非常にタイトになった。
　超伝導ビームライン (図 15) の建設は 2008 年
度中には完了し 2009 年には本格運用が開始された
[9]。2011 年 3 月の東日本大震災の被害により 
J-PARC の運転が 1 年近く中断することになるが、
超伝導ビームラインには大きな被害はなくインフ
ラが復帰するとすぐに試運転を行っている。地震
後は電気代の高騰によって J-PARC の運転自体が
制限されることになったが、ニュートリノ施設の
超伝導ビームラインは超伝導磁石を採用したこと
で運転に必要な電力を約 600 kW と常伝導を採用
した場合の 1/10 以下に抑え運転継続に大きく貢献
した。またさらなる電力消費の削減を目指して冷
凍機の省エネ運転モードの開発を行い電力消費量 
430 kW への低減に成功している [10]。超伝導ビー
ムラインシステムは、地震後ほとんど運転トラブ
ルを起こさず、ニュートリノ振動実験の安定した
統計蓄積に大きな貢献をしている。図 13　ニュートリノ実験施設用機能結合型超伝導磁石．

図 14　機能結合型超伝導磁石開発． 図 15　ニュートリノ実験施設．
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　ニュートリノ実験施設の建設終了後は、前述し
たように低温センターは素核研低温グループと共
同で J-PARC センター低温セクションを運営する
ようになり、ニュートリノ超伝導磁石システムの
運転運用とともに、J-PARC の物質・生命科学研
究施設 (MLF) やハドロン実験施設のユーザーに
液体ヘリウムなどの冷媒供給を行うようになる。
液体ヘリウムは、使用後にガスとして回収され、
J-PARC 内に設置した筑波大学から譲り受けた中
古液化機を利用して再液化される。回収率は常に
90% を超え近年のヘリウム不足の状況においても
問題なくユーザーに液体ヘリウムを供給し続けた。
　また J-PARC MLF のミュオン実験施設の超伝導
磁石システムの開発・建設・運用も積極的に支援
している。現在はハドロン実験施設で進められて
いる COMET 実験用の超伝導磁石システムの建設
を主導するとともに将来計画として考えられてい
る ɡ-2/EDM 実験のミュオン蓄積用高磁場精度超
伝導ソレノイド磁石や MLF 第 2 ターゲットステー
ション用のミュオン捕獲用高温超伝導ソレノイド
磁石などの研究開発を行なっている。
　一方つくばキャンパスでは、ニュートリノ超伝
導システムの建設が完了するころから、LHC の
将来計画として始まった高輝度化アップグレード
（HL-LHC）への協力としてビーム分離用の大口
径二極超伝導磁石（D1）の開発が進められた。こ
の磁石は衝突点の収束用超伝導四極磁石に 2 つの
陽子ビームを合流させるための磁石で、従来は常

伝導の二極磁石が使われていた。しかし高輝度化
アップグレードに伴って収束用四極磁石の磁場長
が長くなったため、より短い距離で 2 つのビーム
を合流させる必要が生じたため、超伝導化によっ
て 6 テスラ 級へ高磁場化が図られた。KEK では、
CERN と共同で開発を進め、2 m のモデル磁石に
おいて技術実証を行なってきた (図 16)。その後モ
デル磁石で開発が成功し、HL-LHC 計画が正式に 
CERN 理事会で承認されたことなどから、CERN 
と KEK の間で D1 磁石実機の KEK からの現物貢
献について協議が行われ、2018 年の夏に正式に貢
献が決定された。2019 年度からは建設費が予算
化され、これまでのモデル磁石開発を通して低温
センターで培った技術を基にして、日立製作所が 
7 m 長の実機磁石7台の製造を請け負うこととなっ
た。製造された磁石は全て第 4 低温棟の縦型クラ
イオスタット試験設備で 1.8 K で試験されその性
能を確認した上で CERN に送られることになって
いる [11]。
　このように低温センターは、KEK において加速
器科学分野で今や必須の技術となった超伝導磁石
技術を用いて KEK が推進する各種プロジェクトに
大きな貢献をしている [12]。現在も高温超伝導な
どの先進超伝導技術の研究開発を積極的に展開し、
より高磁場な超伝導磁石の実現やより高い放射線
環境下での超伝導磁石の応用などを目指して開発
研究を推進している。
　また低温センターは、極低温技術分野において
も大きな研究開発成果を挙げている。最も顕著な
貢献は東京大学と国立天文台と KEK が共同で建
設を行った大型低温重力波望遠鏡 KAGRA の極低
温鏡懸架システムの開発であり、懸架系とそれに
付随する冷却システムの開発および建設を主導し、
KAGRA 建設に多大なる貢献をした [13]。
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4.	機械工学センター（平木	雅彦）
　機械工学センターは、1971 年に設立された文部
省高エネルギー物理学研究所と同時に発足した共
通研究系の工作部門が始まりであり、2021 年に 50
周年を迎えることになる。種々の文献 [1-5] からの
情報を参考に、50 年間のアクティビティについて
述べる。

4-1.	工作部門
　工作部門発足当時は、工作建屋、工作機械及び
人員等は未整備の状態で、1971年 11月に技官1名、
翌 1972 年 1 月に助手 1 名が入所した。加速器の建
設に協力できるよう旋盤、フライス盤等の汎用機
に加え、特に溶接加工が必要との要望から溶接機 2
台を導入し、電磁石や測定器の架台作りから始め
た。
　発足当時の工作部門の主な業務は、主リングの
建設、陽子加速器の建設に伴って、加速器の構成

部品や水素泡箱実験装置などの高エネルギー物理
学実験装置の部品の製作を担当していた。特に最初
の数年間は、四極マグネット等の電磁石の製作が多
く、大型化した実験装置を加工するために、大型数
値制御 (NC) フライス盤、1.5 m 型正面旋盤等を新
たに設備し、研究を支援する体制を作り始めた。
　加速器のビームラインとその周辺装置などに高
真空技術が要求されているために、1975 年に高性
能プラズマ溶接装置、パルス型溶接機を導入し対
応できるようにした。11 月の主リング運転開始に
備えるため、年間工作依頼件数も 300 件を超える
ようになった。5 〜 10 μm の要求精度に対応する
ため、研削盤等の高精度加工機を導入すると同時
に、測定機器の充実を図った。
　このころから各研究系の職員に対して、工作機
械が安全に操作できるように工作技術講習会を実
施している。これは現在も継続しており、材料取り、
ボール盤、フライス盤、旋盤を用いた講習会に加
えて、製図講習会も開催している。
　加速器からの依頼に加えて、翌年の素粒子実験
に備えて実験グループの工作依頼が始まったため、
1976 年には年間の工作依頼の受付件数は 500 を超
えるようになった。特に実験グループおよび各施
設の要求は、技術領域が極めて広く、各種クライ
オスタットや鏡面の試作研磨等、高度な技術への
要求が年毎に増してきた。このような広い領域に
渡る高度な技術を研修する目的で、つくば、東京
を中心に各地の機械加工技術者が集まって、1978
年から技術交流会を行うようになった。
　1977 年から素粒子実験が開始されたので、シン
チレーションカウンター、チェレンコフカウンター
関連の部品の依頼が増加した。

4-2.	TRISTAN	実験
　TRISTAN 実験の詳細については他の研究所・施
設の説明にゆずることにし、ここでは機械工学セ
ンターとの関わりについて述べる。
　1980 年には、超伝導ダイポールマグネットおよ
びクライオスタットの試作品が完成し、直ちに通
電試験が行われ、世界最高レベルの性能を示す成
果をあげた。1981年には超伝導ダイポールマグネッ
トの 2 号機が完成、続いて 3 号機の試作に入った。
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1982 年には TRISTAN フェーズ II に使用される超
伝導ダイポールマグネットの製作を行った。
　1983 年頃になると、TRISTAN 計画の進行に
つれて、TRISTAN 関連の工作依頼が 70% を超
えるようになった。工作部門も超伝導マグネット
の試作の他に TRISTAN 用測定器の VENUS 及び 
TOPAZ の開発にほとんどの勢力を注ぎ込んだ。マ
シニングセンタに回転テーブルのついた 4 軸同時
制御機器が導入され、1984 年には、φ 1300 mm 
の AMY CDC 端板加工、TOPAZ ディテクタ用磁
場測定器を製作した。
　AMY CDC 端板の加工では温度管理が重要なポ
イントとなるので、温調された第 2 工作棟の中に
さらに恒温室を建てて 20±0.5 ℃ を確保し、24 時
間交代制で数日かけ、計 64,000 個の穴開け加工を
成功させた。穴の位置精度は、3 次元測定器を改造
して全加工穴の全自動計測を行い、要求される精
度内に入っていることを確認した。ただちにワイ
ヤー張り作業に取り掛かり、1986 年 5 月に 32,000
本のワイヤーを張り終え (図 17)、大穂実験室に移
送した。AMY 関連では、X 線チェンバーの試作も
行った。この頃、TRISTAN 計画の支援は一段落し、
1995 年まで TRISTAN 実験が行われた。
　1988 年、共通研究系はセンター化構想の進展に
伴い、工作部門は工作センターとして独立するこ
とになった。また、2004 年の機構の法人化に伴い、
共通基盤研究施設・機械工学センターに改組され
た。以下は、工作センター、機械工学センターに
おいて開発支援を行った内容について振り返る。

4-3.	超伝導マグネット
　超伝導マグネットは TRISTAN 実験が始まっ
た後も開発が続けられ、1989 年には φ 40 mm×
1000 mm のダイポールマグネットのクエンチ計測
で目標値の 5980 A を超える 6200 A を達成、14 m 
長尺超伝導二極マグネットおよび巻線機製作など
を行った。
　CERN における LHC 計画への技術協力として、
超伝導低温工学センター1)と機械工学センターが中
心となりビーム衝突点用超伝導四極マグネットの
モデルマグネットの試作を行った。機械工学セン
ターは、構造設計・製図、工程の立案、製作治具
の設計・製作から部分モデルの試作、モデルマグ
ネットの試作を行い、最終的に実機製作担当企業
への製作技術の移転を行い 2001 年度から実機生産
を開始した。これらの業績が評価され 2001 年度 
KEK 技術賞を受賞した。さらに、LHC アップグ
レード (HL-LHC) 用超伝導マグネットの製作にも
引き続き協力している。
　また、J-PARC のニュートリノ振動実験用のビー
ムライン建設において、超伝導マグネットの冷媒
を保持する圧力容器の完全溶け込み片側突合せ溶
接法によるシェルの縦継ぎ溶接技術を確立し、超
伝導マグネットの製造会社に技術移転を行った
(2006 年度 KEK技術賞)。

4-4.	X バンド加速管（常伝導技術開発）
　1990年より次世代の加速管として 100 MV/m 級
の加速勾配を持つ Xバンド加速管の開発を CERN、
SLAC と共同研究として行っており、機械工学セン
ターは加速管の製作技術の開発や超精密加工を中
心とした加工技術の開発を行ってきた。
　Xバンド加速管は高精度に加工された加速管ディ
スクを積み重ねて接合することで構成される。当
時あまり普及していなかった超精密加工機を導
入し試行錯誤を重ね、寸法精度 0.5 μm、平面度 
0.3 μm、面粗度 0.05 μm 以下の安定した加速管
ディスクの加工を達成することができた (2000 年
度 KEK 技術賞)。また、接合方法としては電気的
なロスを抑えるために拡散接合を採用した。拡散
接合は母材を溶融させずに介在物も必要としない

1)　読みやすさを重視し現在の組織名を記載している。
図 17　AMY ドリフトチェンバーのワイヤー張り作業．
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接合方法で、KEK 所有の水素炉を用いて接合方法
の開発を行った (2009 年度 KEK技術賞)。
　現在までに様々なタイプの試験加速管を製作し
ており (図 18)、高電界試験では 100 MV/m を超
える加速勾配をもつ加速管の製造方法を確立した。
現在は蓄積した技術を生かして、4 分割加速管の開
発や、電子銃などの製作を進めている。

4-5.	超伝導加速空洞
　ニオブの加工は 1987 年に RF シングルセルの試
作を行った記録がある [2]。1992 年には、プレス
加工による空洞部品の成形および電子ビーム溶接
法による 1 セルのニオブ製超伝導加速空洞の製作
に成功している。1996 年には 3連空洞、1998 年に
は 5 連空洞、さらに 2001 年には 9 連空洞の試作に
成功している。
　ニオブ材を使用する超伝導加速空洞は国際リニ
アコライダー (ILC) の主要な構成機器であり、電
子ビーム溶接による加工状態が空洞の加速電界性
能に影響するため、電子ビーム溶接機を核とした
空洞製造技術開発施設を開発共用棟に建設し、加
速器研究施設と共同で超伝導加速空洞製造技術の
開発を推進している。2010 年 3 月にクリーンルー
ムが完成し、その後、化学研磨処理装置、電子ビー
ム溶接機の主要設備がクリーンルーム内に整備さ
れた。
　電子ビーム溶接の前工程である、ニオブ板材か
らプレスによる加工 (ハーフセル製作)、ハーフセ
ル周辺部のトリミング加工を行うために、プレス

機、縦型旋盤もクリーンルーム内に設置され、機
械工学センターの既存の工作機械と併せて、KEK 
内で超伝導加速空洞が全て内製できるようになっ
た。2014 年 3 月に KEK 内製の 1 号機が完成し、
縦測定を実施したところ、最大加速勾配 36 MV/m  
(Q0=6×109) を達成した (図 19)。

4-6.	シームレス空洞
　ILC 用超伝導空洞の製造方法は、上記の部品を
電子ビームにより接合して完成する方式が技術上
確立されている。しかし電子ビーム溶接は工程の
作業時間が長時間であること、および完成した空
洞に電子ビーム溶接跡が残ることなど課題がまだ
ある。空洞のシームレス化が可能になれば、上記
課題の改善を図ることができるため DESY で研究
が進められていた。機械工学センターでも絞り加
工装置および液圧成形加工機の開発を行った。ニ
オブパイプに絞り加工を行い、熱処理と液圧成形
を繰り返し行い最終形状に仕上げ、両端にビーム
パイプを電子ビーム溶接することで 1 セル空洞に
仕上げた。研磨作業を行った後、電界性能試験を
行ったところ最大加速勾配は 36 MV/m に達した
[6]。さらに、3 セル空洞の製作にも成功しており、
9セル空洞の実現に向けて研究を続けている。

4-7.	Belle	SVD
　SVD (Silicon Vertex Detector) は、B-Factory の 
Belle 測定器の中でも最も衝突点近くに配置され、

図 18　TD24type�Ｘバンド試験加速管． 図 19　KEK 内製 1 号機完成．
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粒子の崩壊位置を高精度に測定するための測定器
である。SVD は、ビームパイプの周囲を多角形状
に囲んだシリコン基板からなる検出部 (ラダー)と、
ラダーを支持し高精度で位置決めするための構造
体 (エンドリング) から構成される。ラダーアセン
ブリ技術開発、エンドリングの設計・製作、エン
ドリングへのラダーマウントを行い、1998 年に最
初の SVD1 を Belle 測定器にインストールした。
2001 年からは大幅な性能向上を図るため、全面的
にデザインの変更を行った SVD2 の開発に着手し
た。SVD2 のエンドリングには、物質量を減らすた
めの軽量化、ラダーの熱を逃がす冷却構造、ラダー
の位置精度を高める高精度加工技術を開発した。
SVD1 とは構造が異なる SVD2 ラダーでは、新た
な接着技術の開発が必要であった。ラダーアセン
ブリは KEK 側で開発した接着技術を基に、メルボ
ルン大学と分担して製作を行った。2002 年 8 月か
らラダーマウントを開始し (図 20)、2003 年 8月に 
Belle 測定器にインストールされ、2010 年の実験
終了まで機械的損傷無しに実験に使用された (2003
年度 KEK 技術賞)。

4-8.	ワイセンベルグカメラ
　図 21 は、坂部知平氏が名古屋大学で製作された
ワイセンベルグカメラを放射光用に改造し、1986
年にフォトンファクトリーのビームライン BL-6A 
に設置したものである [7]。改造にあたっては機械
工学センターが設計を担当した。共同利用が始まっ
たばかりのフォトンファクトリーに本装置が完成

したことを知ったアダ・ヨナット博士は、すぐに
共同利用申請を行い、フォトンファクトリーで蛋
白質の一種であるリボソームの構造解析を進め、
さらにヨーロッパにおいて研究を続け、2009 年に
ノーベル化学賞を受賞された。

4-9.	中性子バックグラウンドチョッパー
　J-PARC 物質・生命科学実験施設（MLF）におい
て、パルス中性子発生時（T0）に生じるエネルギー
の高い中性子を遮断する装置 T0 チョッパーの製
作を行った。中性子を遮断するには、発生源の加
速器の周期と同期させ、100 Hz で精度良く回転さ
せる必要がある。遠心力を考慮したロータ材料や
形状の選定、磁気シールユニットの問題解決を経
てT0チョッパーを製作することができた（図 22）。
本成果が評価され 2010 年度西川賞受賞に至った。

図 20　SVD2 ラダー組み立て．

図 21　ワイセンベルグカメラシステム．

図 22　中性子バックグラウンドチョッパー．
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4-10.	様々な試料交換ロボット
　機械工学センターではロボティクス分野の支援
も行っており、主に物質構造科学研究所向けに、
試料交換ロボットの開発支援を行っている。
　2012 年に電池用の試料を J-PARC MLF ビーム
ライン BL09 に設置するための搬送機構の設計を
行った。打ち合わせの結果、サンプル数 10 個、サ
ンプル重量 1 kg 未満とし、機械工学センターで設
計と一部の試作を行った。
　構造生物学研究センター (SBRC) が開発したタ
ンパク質結晶交換ロボット PAM の高度化を SBRC 
と共同で行っている (図 23)。高度化の内容は、液
体窒素デュワーの大型化、オフラインロボットの
整備、ヘリウムチャンバーに対応した試料交換シ
ステム開発、自動キャリブレーション法の開発な
ど多岐に渡る。本ロボットは 2020 年頃の新型コロ
ナ禍において全自動実験、リモート実験に貢献し
ている。

4-11.	フラックスコンセントレータヘッドの製作
　SuperKEKB の新たな陽電子の収束系として使用
されるフラックスコンセントレータヘッド (図 24)
は、陽電子を収束させるため螺旋状に 0.2 mm の
スリットが切られており非常に製作が困難である。
通常は専用機の開発などが必要となるが、既存の
ワイヤーカットに改良を加え安価で高精度に加工
する方法を開発した (2016 年 KEK技術賞)。

4-12.	高精度真直度測定法
　ILC 計画において用いられる加速器に必要な、
長距離における高精度な真直度評価とアライメン
ト方法の確立を目的として、走査誤差の影響を受
けにくく長距離の測定に対して有利である多点法
や、測定値を繋ぎ合わせることでより長距離の形
状測定を可能とするステッチング法を中心とした
検討を行った。また加速管の製造時における真直
度測定システムの開発を行った。対向する 2 組の
3 点法変位計を同時に走査することで、ゼロ点調整
法を適用した 3点法により、1.5 m の測定全長にお
いて 0.2 μm の標準偏差での形状測定を実現した。

4-13.	結晶格子ゴニオメータ
　産業技術総合研究所の国際アボガドロ定数プロ
ジェクトで X 線結晶密度法の研究が進められてお
り、装置の一つとして、単結晶シリコンの完全性
評価を行うための結晶格子ゴニオメータの開発を
行った。大型の試料ホルダを高精度に回転角の位
置決めを行うには、安定性と再現性のある回転位
置出し機構を開発する必要がある。本装置では微
動機構に弾性ヒンジとピエゾ素子を用いることで、
1 ミリ秒の回転分解能を持つゴニオメータを開発し
た。放射光実験施設 BL-3C において X線回折実験
を行い、結晶の不均一性を測定した結果、3×10-9

レベルの分解能が実現できた (2011 年度 KEK 技術
賞)。

図 23　タンパク質結晶交換ロボット PAM．

図 24　フラックスコンセントレータ用コイル．
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　以上は工作部門から始まった機械工学センター
の 50 年間の活動のごく一部である。加速空洞セル
の非接触形状測定、KEK 電子陽電子入射器の真直
度測定、ジャイロを用いた大型対象物の高精度形
状測定、タンパク質結晶化条件の高速スクリーニ
ング、ɡ-2/EDM 検出器の開発などスペースの関係
で書ききれない研究開発を数多く行っている。
　また、従来の機械加工に加え、3 次元プリンタや
レーザー加工機を導入し、試作の迅速化、従来法
では加工できない部品製作など、新しい技術にも
取り組んでいる。
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多機能電子・陽電子線形加速器
榎本 收志

　多機能電子・陽電子線形加速器 (以下入射器) の
歴史は、放射光実験施設 (PF) 用 2.5 GeV 入射器と 
TRISTAN 実験用陽電子発生装置の建設に始まっ
た。その後 KEKB/SuperKEKB 実験のための増強
と、合計 4 期の建設 / 改造を重ね、2020 年、総運
転時間が 20 万時間を超えた。
　入射器の第一の責務は、物質構造 /素粒子研究の
ため安定したビームを供給することであるが、入
射器を用いた様々な実験、共同研究、研究協力にも、
時間の許す限り対応してきた。
　以下に、数名の正職員と少数の協力者で建設を
始めた入射器の歴史を辿る。

1.	PF/TRISTAN	2.5	GeV	入射器の建設
1-1.	準備期の検討と課題（1977 年度）
　PF/TRISTAN 入射器の検討は、田中を責任者と
する加速器研究部の陽子加速器リニアック部門に
より始められた 1-1)。1977 年度、放射光実験施設
(PF) の土地・建物の調査費が認められ、敷地内に
おける位置選定、地質調査、建物、設備の調査を
行った。入射器関係は田中、佐藤、穴見が担当し、
加速器設備の急ぐ部分については、福田、松本 (浩)
等が加わり準備研究を開始した 3-1,4-1)。
　日本では 1950 年代後半、西川、田中等が東大核
研で 6 MeV 電子リニアックを作った。 20 年を経
て、小型リニアックは国内に 150 台以上稼働して
いたが、100 MeV 以上のものは東海原研と東北大
核理研のみであった 2-1)。しかし、課題は規模だけ
でなく、当時大きな問題であった長いリニアック
でのビーム発散現象 (BBU) の克服であった。

1-2.	PF	2.5	GeV	入射器建設（1978-1981 年度）
　1978 年度、4 年計画総額約 40 億円 (除建物) で
建設が始まった。初年度、「加速管」(佐藤、松本)
と「RF」(穴見、福田) グループが、加速ユニット
のプロトタイプ一式の製造を先行させ、1979 年 3
月、低温真空棟に設置した 5-1)。
　1979年度、「制御」(中原)、1980年度、「電子銃」(浅
見)グループができた。榎本 (收)、設楽、斎藤、本間、

大澤、浦野、大竹、阿部等が加わり最終的に約 15
名前後で建設を進めた。客員部門では、仏 LAL のP. 
Brunet 先生、東北大核理研・小山田正幸先生、東大・
長谷川賢一先生の協力を得た。
　プロトタイプ試験の結果をふまえ 1979 年度後
半、量産が開始された 6-1)。加速管は準定電界型 5 
種類。松本が検査手順・計測器を整備し、製造担
当の三菱重工は飯野陽弼氏を中心に精密工作、高
速電鋳など生産設備の準備、改良を行った 5-2)。
1981 年度末迄に予定通り 163 本製造した。RF 源
は保守 / コスト削減のため部品調達に務め 42 台製
造。永久磁石集束型大電力クライストロン 44 本
等も順調に製造された。入射部、制御・安全系等
の機器の製造は 1980 〜 1981 年度に進んだ 7-1,8-1)。
1980 年 3 月、建物完成。1981 年前半 0-1 (入射部)
〜 1-8、後半、2-1 以降の全ユニット、ビーム輸送
系、真空系 16-1) 等の組立て、制御・安全系を整備
した 7-2,14-1)。
　1981 年 7 月、建設済みの 1-8 終端で 500 MeV, 
1 μs, 50 mA の初加速に成功した。全 sector の試
運転は 1982 年 2 月、2.2 GeV, 1 μs, 13 mA を 5-8 
終端迄加速、PF に初入射した。3 月、2.54 GeV, 
1 μs, 55 mA を加速、また、1.8 GeV, 300 mA @ 
1.6 μs の BBU 閾値を記録した 1-2,12-1)。

1-3.	「陽電子発生装置」建設（1982-1984 年度）
　引き続き、TRISTAN 実験用「陽電子発生装置」
の建設が予算10億円で始まった。建設体制は、竹田、
大越、中尾、花木、小川の 5 名が加わり合計 20 名
になった。又、陽電子源検討に LAL の R. Chehab 
氏を招聘した。
　建物は 1983 年 3 月に完成し、1984 年度、全 6
ユニット設置を完了した。新たな課題として、入
射電子ビームには手作りで 2 ns 幅高速電子銃グ
リッドパルサーを開発し 9-1)、陽電子生成には 
10 ns 幅大電流電子ビームをサブハーモニックバン
チャ (119 MHz SHB) で 2 ns に圧縮した。制御系
では、「2 重同期」トリガー 15-1)、PF 運転と独立し
た制御・安全系を構築した 14-2)。又、4 m 長加速管、
クライストロン集束電磁石の採用等があった。
　建設後の 1985 〜 1986 年度、柿原、松田、横
田、古川が加わった。電子ビーム調整後、陽電子
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ビームは初期調整をビーム幅 10 ns で始め、1985
年 7 月、P5 で 0.43 mA の陽電子ビーム微少信号
(5 mV) を初めて観測した。秋期、入射器終端迄加
速し、10 月 AR に初入射を行った。又 12 月中旬 
PF に試験入射した。1986 年 3 月電子銃電流を 7A 
に増やし、6月 119 MHz SHB 設置、7月電子銃電
圧 160 kV 昇圧等の改良を加え、最終的に入射器終
端で 2 ns, 13 mA を得た 8-2)。

2.	2.5	GeV	電子陽電子入射器の運転と改良
　入射器は、(1) 高い BBU 閾値、(2) 寸法精度に
よる加速管 / 立体回路の位相管理、(3) 高速電鋳法
による加速管製造、(4) 永久磁石型大電力クライ
ストロンの運用 17-1)、(5) ユニット化 / 規格化した 
RF 源、(6) 光ファイバ通信 / マイクロプロセッサ
導入による新制御技術への挑戦、等の成果を上げ
た。一方、機器の故障、誤動作、ビームの再現性、
安定性の点ではまだ大きな問題があった。

2-1.	PF リング入射運転（1982-1996 年度）
　運転開始後の PF 入射の推移は以下の通りであ
る：
(1) 1982 年度、長パルス電子非同期入射 (1 μs, 
50 mA, 1 Hz, 1 日 3 回) (2) 1983 年度〜、長 / 短
パルス同期入射 (400 ns 3 分の 2 周蓄積、2 ns 短
パルス蓄積) (3) 1988 年度秋〜、陽電子蓄積 13-1)(イ
オン不安定性対策、40 ns ビーム入射、リング入射
器 RF の「2 重同期」) (4) 1995 年度〜、KEKB 建
設が始まり電子入射に戻る。1997 年度からビーム
ラインに垂直の CT (旧 0-1) 電子銃から入射。

2-2.	TRISTAN	Phase-I	運転（1987-1989 年度）
　1983 年 10 月から電子、1985 年 10 月から陽電
子ビームの入射調整を進め、1987 年度、TRISTAN 
実験入射運転を開始した。運転周波数は 83 年来の 
10 Hz から 87 年 1月 25 Hz に増やした。
　1987 〜 1988 年度、堀越が研究主幹を 2 年務め
た。RF 位相の自動調整 18-1,25-1) 等運転技術の進歩
もあったが、当時多かったトラブルは、酸化陰極
(oxide cathode) 型クライストロンの放電であっ
た 11-1)。RF 窓の放電等も含め種々対策を講じた
が 10-1,10-2,22-1)、1987 年度、陰極をバリウム含侵

(Barium impregnated: BI) 型に変えて大きな改善
が得られた 4-2,22-2)。真空放電 / 表面物性の研究、改
善には、1984 年度以降、東大・金原粲先生、埼玉大・
小林信一先生の指導を頂いた。

2-3.	入射器 30 人体制と運転管理グループの誕生
　職員定員増の努力は毎年続けられた。1987 〜
1990 年度、片桐、小林、上窪田、飯島、中村、紙谷、
栗原、山口、白川、諏訪田が採用され、放射光実
験施設入射器研究系 30 名の定員枠が固まった。
　こうした中で、1988 年度、小林を責任者とする
運転管理グループが誕生した。それまで、運転の
立上げ / 調整は各グループ個別に任されていたが、
運転維持業務が一元管理・整理され、入射ビーム
の再現性 /安定化が向上し、業務委託の力がより発
揮されることになった 27-1)。

2-4.	TRISTAN	Phase-II	入射運転（1990-1995 年度）
　1990年度、TRISTAN 実験 Phase-II (高輝度実験)
が開始された。これに先立って 1989 年度、2 億円
の陽電子ビーム増強の所内予算が与えられた。
　1989 〜 1991 年度、浅見が研究主幹に就き指揮
に当たった。課題は主として標的後の陽電子集束
系の大幅な改造であった。その結果、1990 年度予
定通り陽電子ビームの 2倍化 (2 ns, 27 mA)、1992 
年度後半には、最大 2 ns, 40 mA に達した。

2-5.	AR/MR 放射光利用（1985-1995 年度）
　TRISTAN-AR への電子入射が始まった 2 年
後の 1985 年 AR 放射光利用が開始された。又、
TRISTAN 実験終了後の 3 か月間 MR 放射光利用
の入射運転があった。

3.	KEKB	建設（1994-1998 年度）
3-1.	準備期（1989-1993 年度）
　入射器系は 1991 年度、KEKB リング直接入射
の「入射器 8 GeV 案」を提案した。大幅なエネル
ギー増強の可能性を実証するため、RF 源改造を試
行 6-2) しつつ、「RF 圧縮－ RF 入力 4 μs, 56 MW」
に方針を固め 3-2,18-2)、30 MW クライストロン 
PV3030 の 50 MW 管化と電源改造 11-2) に着手し
た。
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　一方、入射器加速管の 20 MV/m 以上の耐性を
確かめるため、1992 年秋、共振リングによる試
験 19-1)(25 MV/m)、最終的に 1994 年 2 月、RF 圧
縮器 SLED と 50 MW 管 PV3050 を用いた加速ユ
ニット試験 (179 MeV, 23.7 MeV/m) を実施した。
　陽電子増強については、大電流ビーム加速の理
論的実験的研究を進め 37-1)、1992 年度夏、A-1 移
設を予定して、200 kV 電子銃を初めとする 0-1 入
射部の全面的な改造に着手した13-2, 24-1,37-2)。又、ビー
ム位置モニタ (BPM) の開発が開始された。こうし
て、1992 年末「8 GeV 案」が固まった 2-2)。1993
年夏、制御系更新工事も完了した 28-1)。

3-2.	KEKB	入射器建設の課題と建設体制
　KEKB 建設の主な課題は、(1) 8 GeV へのエネル
ギー増強、(2) 陽電子生成用大電流単バンチビーム
(10 nC, 10 ps) の加速、(3) 低エミッタンスビーム
をリングの RF に 30 ps 以下の精度で同期させて入
射する、3 つに集約される。
　1992 年度、佐藤が研究主幹に就いた。佐藤は
1993 年度から建設前半、建設計画の策定と立ち上
げに当たった。後半は 1996 年度から中原が研究主
幹を務めた。新人は、1992 〜 1997 年度、道園、崔、
松本 (利) が加わった。

3-3.	主な要素開発
(1) 50 MW クライストロンの開発 4-2)： PV3030 は
印加電圧 260 kV を 290 kV に上げ 40 MW 出力を
確認、1993 年低勾配型に改良し 52 MW@310 kV 
効率 44% を達成した。同年度末、サイズアップし
た 50 MW 型の PV3050(三菱)、E3730(東芝) 各
2 本が完成し、50 MW@300 kV、効率 48% の好
結果を得た。その後 1994 〜 2015 年度に製造・故
障した 72 本の平均寿命は約 28,000 時間に延び、
2020 年現在、稼働中の 60 本の平均運転時間は
65,000 時間を超え、最長の管は 24 年 132,000 間以
上稼働している。
　管の寿命は主に陰極電流減で決まり、交換候補
抽出の予備判定に、運転中にも短時間で実施可能
な「ディップ法」が開発された 17-2)。尚、運用を停
止した 30 MW 管は、国内では日大、京大、海外
では米国Cornel 大学、中国 IHEP に委譲した。

(2) 高周波パルス圧縮器：(i) 進行波還流型パルス
圧縮器 (RRCS)33-1)、(ii) SLED 方式の 2 種類の開
発を行った。(ii) は実績があり、(i) は独創的、構
造がシンプルでコストダウンの可能性があった。
ビーム試験の結果、エネルギー増倍率、放射線の
発生量を考慮し (i) の採用を断念した。
(3) 入射器単バンチ加速関連 : 高精度な同期は入射
器の 275(11╳5╳5) 分の 1 とリングの 49(7╳7) 分
の 1 である 10.3854 MHz を基本周波数 (f0) とし、
リングの周波数を 0.06% 変更することにより解決
した。大電流単バンチ電子ビーム生成には SHB1 
(11f0, 114.24 MHz)33-2)、SHB2 (55f0, 571.2 MHz)
を採用した。又、信号を RF に重ねて送信する高精
度トリガー系を開発した 9-2,15-2)。
(4) ビームモニタと制御：BPM は全ての集束電磁
石設置個所に配置した。信号処理システムは市販
の高速オシロスコープを採用した 29-2, 43-1)。バンチ
モニタとして遷移放射光を用いたストリークカメ
ラ系を開発した 20-1)。
(5) アライメント系：A 〜 B 及び C 〜 5 sector 間
其々に長基線レーザ 35-1,52-2) が設置され、アライメ
ントの他、床変動の常時監視に役立てられた 64-1,2)。
(6) 真空系の強化：安定した加速ユニットの運転の
ため真空系の強化を行った 21-1)。ビームラインフラ
ンジは全数クイック結合方式に変更した。

3-4.	建設の進行（1994-1998 年度）
　1997 年度主要部分の建設を完了、1998 年度試運
転を行い 1999 年度の実験開始に間に合わせた。エ
ネルギー増強は加速管、RF グループが歩調を合わ
せ、4 sector 後半から順次上流側に実施した。PF 
入射に影響する改造は保守期間に行った。1996 年
12 月 16 日から約 9か月 PF 高輝度化建設工事が重
なったことが余裕となった。

3-5.	ビーム開発
(1) 大電流 / 単バンチビームの加速：1992 年 0-1
入射部改造に着手、1993 年夏 476 MHz SHB を加
え単バンチ化の試験を行った 24-2)。1994 年、入射
器終端迄加速試験を行い (15 ns, 2 A, 70% 通過)、
アライメントの重要性等を認識した。又、1995 年
バンチ幅の電荷依存性 (13 ps/10 nC) を解析結果と
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比較し一致を確認した。
(2) 8 GeV 電子ビーム加速達成：1997 年度、入射
器 / リング一体の精神から双方による入射器ビー
ム開発グループ (LCG) 結成され、モニタ校正等建
設の詰めと運転ソフトの準備が進んだ。10 月 AB
直線部試運転開始。1998 年 3 月、A 〜 C sector 調
整完了。3 月末 A 〜 C と 1 〜 5 sector 結合。4 月、
8 GeV 加速を達成した 31-1)。その後、6月大強度電
子ビーム加速試験、9 月にはファラディカップによ
るビーム電荷量の校正を行い、25 Hz を 50 Hz に
切替えた。
(3) 3.5 GeV 陽電子ビーム調整と KEKB 入射開始：
11 月、KEKB に移動した制御室で陽電子ビームの
調整を行い 0.4 nC を入射器終端迄加速した。12 月
2日 HER 入射、25 日 LER に入射開始。1999 年 1
月 HER, LER 500 mA 蓄積。3.5 GeV 陽電子ビー
ムは電荷仕様 (0.64 nC) を達成したが、エネルギー
幅 (dE/E<0.125%)、エミッタンス (<0.25 mm) を
満たさず、初期、放射線エリアモニタの規制を受
け入射制限を行った時期があった。

4.	KEKB 入射器の運転と改良（1999-2010 年度）
4-1.	運転体制の維持、グループ横断化
　1997 年度の機構設立で入射器研究系は加速器研
究施設所属となった。職員異動の自由度が増え、
明本、池田、矢野、竹中、三浦が入射器に異動し、
中島、佐藤 (政)、杉村 (高)、横山、吉田、倉品、
松下が 2006 年度迄に新たに加わった。一方この
間、退職者、J-PARC 建設等への異動が多数に上り、
2000 年度、榎本が主幹に就いた後、2004 年度迄に
職員は 23 名迄減少した。この時期の運転 / 維持に
は業務委託体制の大きな貢献があった。
　2005 年度 ILC に超伝導技術が採択されたが、常
伝導 X バンド技術の維持 49-2,63-1,2) も含め、肥後、
松本 (修)、工藤、Kazakov を迎えた。又、PS 停止
により 2006 年度以降、門倉、三川、荒川、荒木田
を迎えた。
　従来から入射器では、陽子加速器や JLC 計画
に適宜協力してきたが、2004 年頃から組織的に
これらの将来計画に関わった。RF グループは、
LC38-1,42-2,65-1)、STF36-2,40-2,45-256-1,2)、ERL55-1,57-1,2,65-2)

の RF 源の業務を担当し、制御グループは KEKB/

J-PARC 制御と積極的に一体化 /協力を進めた。

4-2.	KEKB	入射器トラブル対策（1999-2004 年度）
　1999 年当初、入射器の稼働率は 90% に届かず、
A1 バンチャ管と 2-1 加速管の放電が頻発した。
2000 年 3 月末の工事で A1、2-1 導波管の組替えを
行い、RF パルス幅を狭める対策を施した。又、其々
十分高い電界まで事前に耐久運転した。もう一つ
は、ビームの安定性 /再現性の問題である。対策と
して、SHB1 電源及び SHB2 の改善、電子銃室の
温度管理、主発振器恒温槽の改善、位相・タイミ
ング等の監視 / フィードバック 39-1,41-1) とビームへ
の直接のフィードバック 23-1,28-2) を行った。又、ビー
ム変動の原因となった入射部モニタ用セラミック
ダクトを取り除いた (2004 年夏)。

4-3.	KEKB	入射ビームの改善（2001-2009 年度）
　KEKB は 2001 年 4 月尖頭輝度で PEP-II を追い
越したが、積分輝度では先行されていた。入射時
間短縮のため、「2 バンチ入射モード」(TIM) の開
発を 2001 年度から進め 20-2)、2002 年 2 月 TIM を
開始した。入射時間短縮の効果は積分輝度向上に
直接表れ、10 月 94/fb に達し PEP-II に追いついた。
　KEKB は 2003 年 5 月、尖頭輝度 1034/cm2/s を
達成したが、2004 年 1 月に開始の「連続入射モー
ド」(CIM) により高輝度を容易に保つようになっ
た。実験開始 5 年後、2004 年 10 月に 300/fb を達
成し、PEP-II に 100/fb 近い差をつけた。
　連続入射により KEKB と PF/PF-AR 切換え時の
中断が問題となり、2004 年 5月、「入射改善」プロ
ジェクトが始まった 43-1)：2005 年夏、PF 分岐入射
路の変更工事、2008 年 1 月、PF 分岐電磁石のパ
ルス化が行われた、その後、Event System を用い
た入射ビーム切換え、入射管理系の整備52-1)を進め、
2009 年 2 月、KEKB-HER/LER/PF の 50 Hz 切換
えによる 3 リング同時トップアップ入射が可能と
なった 39-2,43-2)。

5.	SuperKEKB	入射器への発展（2010-2021 年度）
　2010年 6月末 KEKB 実験が終了し、SuperKEKB 
入射器建設が開始された。
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5-1.	SuperKEKB	入射器の課題
　KEKB と比較して SuperKEB 入射器の大きな違
いは、ビームの規格化エミッタンス (縦約 20 μm)
と陽電子ビームの電荷量 (4 nC) である 31-2)。これ
らの要求から、電子ビームには RF 電子銃 (GR) 方
式、陽電子ビームエミッタンスの減衰にダンピン
グリング (DR)、を採用した。又、陽電子増強のた
めの集束系の強化、低エミッタンスを保持するビー
ム光学 47-2)、加速と DR を含む入出射の厳密な制御
等、高度な技術的挑戦が必要となった。

5-2.	建設体制
　2011-2020 年度、KEKB の建設と運転を担った
多くの職員が退職する一方、夏井、周、宮原、田
中 (窓)、Qiu、榎本 (嘉)、清宮、Zhang、惠郷、佐武、
西田、岡安の 12 名が SuperKEKB 建設の新たな任
を持って採用された。又、東、峠、川村、飯田が
入射器に異動した。2012 年度、古川が研究主幹に
就き、新たな体制を担った。

5-3.	準備期（-2009 年度）
　早期に行った準備の一つは、HER 陽電子蓄積に
備えたエネルギー増強で、2002 年度 C バンドユ
ニット開発を始めた。2003 年 10 月、1 m 管を用
いた試験で 39.7 MeV を加速し、従来と同等のク
ライストロン電力と半分の長さの加速管で約 2倍の
エネルギーが得られることを実証した 36-1,40-1,44-1)。
2006年秋、1 m 管 4本のユニット 45-1,46-1,47-1) により
141 MeV @ 42 MW を 達 成 し た。 又、2010 〜
2012 年度、陽電子増強のため L バンド加速管の開
発も進めたが 50-1,59-1)、大口径の S バンド管 50-2) と
の長短比較の結果、後者を選択した。

5-4.	主な要素開発
(1) 陽電子源：標的直後の集束コイルには Flux 
Concentrator (FC) を開発 60-1,66-1)。BINP 製の導
入試験と SLAC 型開発を並行し後者を選択した。
(2) RF 電子銃 58-1,2,72-1)：50 Hz、数 mJ、数十 ps 
幅矩形パルスレーザ 61-1,2,69-1,2)、IrCe 陰極、疑似進
行波型加速空洞による RF 電子銃を開発した。
(3) ビーム輸送系：ビーム軌道の高精度制御用にパ
ルス電磁石、可動架台 66-2)、電源を開発した。

(4) モニタ：高速 (50 Hz) 高精度 (10 μm) BPM 
信号処理回路 62-1)、極細ワイヤースキャナ / 光ファ
イバ型ロスモニタ 41-2)、高分解能スクリーンモニタ、
ビーム誘起波モニタ 25-2) 等が開発された。
(5) 制御：DR、RF 電子銃、パルス電磁石等を加え、
大量データを扱い 71-2) 複雑化した入射制御 62-2) の
ため、KEKB で開発した Event System、低電力 
RF 系等を拡張発展させた制御系を開発した 55-2)。
(6) 小型 RF 電源：KEKB 建設後試作され 42-1)、
イ ン バ ー タ 電 源 の 安 定 化 が 図 ら れ て き た。
SuperKEKB では DR 用 ECS/BCS 用に低電力 RF 
制御機能が独立した小型 RF 源を配した 73-1)。

5-5.	建設の経過（2010-2018 年度）
　2009、2010 年度の夏工事で行った、SY2 隔壁設
置と CT 入射部の 3-1 移設により、PF/PF-AR 入射
運転中の A 〜 2 sector 建設を可能にした。
　2010 年度運転終了直後の 2011 年 3 月 11 日 (金)
午後 2 時 46 分、東日本大震災が発生した。入射
器の被害は大きく、真空が 600 m 全域にわたり破
壊された 12-2)。トンネル内の被害は加速ユニット
架台が地震により共振した可能性が判明した。又、
ギャラリーの RF 源等の機器にも広範囲に被害が及
んだ。復旧作業は民間の電力事情を考慮し実施さ
れた。全ユニット加速管内の乾燥窒素置換完了後、
PF/PF-AR 入射に必要な第 3 〜 5 sector 真空復旧
を優先し、5 月運転を再開した。残りの部分は、真
空復旧後、2012 〜 2015 年度、震災で判明した脆
弱な部分の修正を行って復旧させた。
　DR 無し衝突無しの Phase-I 入射に向けて、陽電
子源改造を含む第 2 sector までの工事を 2015 年度
中に終えた 49-1,21-2)。2016 年 2 月の SuperKEKB 初
入射は AT 熱電子銃を用いて行われたが、5月初め
て RF 電子銃から HER に入射した 46-2)。
　2017 年 2 月には、完成した PF-AR 6.5 GeV 直接
入射路 54-1,2) による入射が始まった。
　2017 年 5 月から 10 月までの約 5 か月の工事期
間で、SY2 隔壁を撤去し 71-1)、DR 入出射路設置、
3 〜 5 sector のビーム輸送系改造を行った。2018
年 3 月、DR 試運転後 74-1)、HER/LER 衝突調整の
ための Phase-II 入射運転を約 1年行った。
　震災から8年目の2019年 3月11日、SuperKEKB 
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実験が開始された。5 月、残されていた PF-AR 
を含む 4 リング同時入射が開始された。秋から
SuperKEKB への 2 バンチ入射が再開され運転が軌
道に乗った。

5-6.	SuperKEKB	入射器の現状
　39年 20万時間以上の運転を続け、老朽化 59-2,68-1)

も進む中で改造を続けてきたが、2 nC、低エミッ
タンス電子 /陽電子ビーム加速、入射ビーム切換え
等の課題はほぼ達成した。最終目標である 4 nC、
低エミッタンスビームの 50 Hz 入射運転について
は今後の課題となっている。KEKB 以来の LCG、
SuperKEB 建設で始めた Emittance Preservation 
TF 等によりビーム開発を続けている 74-2,67-1,2)。

6.	低速陽電子実験施設
6-1.	テストリニアック建設（1989-1990 年度）
　1989 年度 8,000 万円の予算で 45 MeV テストリ
ニアック (TL) の建設を開始し、1991 年 3 月完成
した29-1)。研究成果の例として、高輝度電子銃のビー
ムエミッタンス測定等がある 32-1)。

6-2.	低速陽電子実験施設建設（1992-1993 年度）
　1991 年度、入射器系の独自の計画として、低速
陽電子源に関する基礎研究を開始した。1992 年
度概算要求 1 億 2,790 万円、1993 年度 9,010 万円
の予算が付き、SY3 に低速陽電子実験施設の建設
を行なった 34-1)。1995 年度、1×108 e+/s@2 GeV, 
2 kW の性能を達成し、TOF による実験等を行っ
たが、KEKB 建設により 1996 年 12 月終了した。
この間、1996 〜 1997 年度、東大・兵頭俊夫先生
を客員教授に迎え指導して頂いた。

6-3.	KEKB	増設建物への移設（1997-2001 年度）
　閉鎖された SY3 の設備は、低速陽電子標的を AB 
sector ビームダンプに、実験設備を B 〜 C sector
間の実験室に、又その間に、ビームラインを移設
した。一次電子源として、(1) KEKB AB sector 加
速ビーム (1.5 GeV 単バンチ)、(2) AB sector ビー
ムライン /トンネル壁面間に移設した TL (45 MeV 
長パルス) を予定した。しかし、(2) は試験運転中
に標的の水漏れ事故があり、(1) も KEKB の実験

で現実的ではなくなった。
　2001 年度、物質構造科学研究所の実験の一環と
して、低速陽電子実験用リニアックの運用が入射
器職員の業務の一部となった。2001 年 12 月 TL の
実験室への移設作業を完了 19-2)、2002 年 3 月、陽
電子標的に初めてビームを照射した 32-2)。2003 年
4 月、低速陽電子実験施設の文部科学省による放射
線施設検査があり合格証が発行された。低速陽電
子実験施設の共同利用により、入射器制御室から
の運転業務が開始された 34-2)。

7.	入射器ビームを利用した共同実験
　電子 /陽電子入射器は PF/KEKB 実験以外にも国
内外の研究機関 / 大学 / 民間企業との研究協力、共
同研究を進めてきた。
　入射器を用いた実験としては、マイクロ波アン
ジュレータ実験 (1982 年、所内)、Axion 探索実験
(1986 年、京大)、SSC カロリメータ耐放射線実験
(1991 年、筑波大)、プラズマ加速実験 (1989 年、
所内、宇都宮大)、陽電子チャネリング実験 (1989
年、阪大、名大、東大)、チャネリングを利用した
陽電子生成実験 (2000 年〜現在、広大、都立大、仏、
露共同)35-2) 等がある。
　共同研究や大学支援事業等を通じた国内協力と
して、日大 FEL 施設、東京理科大 FEL 施設、東
京大学宇宙線研究所リニアック 44-2)、東大 (東海村)
医療用 X バンド小型リニアック、小型 X 線源開発
等への協力がある。又、国外協力としては、中国
高能研究所入射器の安定化 / クライストロン開発、
上海放射光への技術協力、韓国浦項研究所放射光
施設入射器の安定化 / プロジェクトへの技術協力、
インド RRCAT 加速器施設への技術協力、タイの 
NSRC への技術協力、欧州 CERN リニアコライダ 
X バンド共同研究、イタリア INFN C バンドプロ
ジェクトへの協力等がある。

8.	謝辞
　入射器の歴史を纏めるに当たり、助言を下さっ
たOBの皆様、資料収集にご協力下さった古川主幹、
岡美智代さん、原稿に目を通し意見を下さった入
射器の皆様に深くお礼を申し上げます。
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PF/TRISTAN入射器 (1982/1985-)

PF/KEKB入射器 (1998-) 
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陽電子生成用標的 (P4, 250 MeV ) e+30BT(250MeV)
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「陽電子発生装置」

Sector 1 (1-1 ~ 1-8) Sector 2 (2-1~2-8) Sector 3 (3-1~3-8) Sector 4 (4-1~4-8) Sector 5 (5-1~5-8)

2.5 GeV 電子線形加速器

PF入射路

TRISTAN-AR入射路
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陽電子標的 （1-5, 3.2 GeV)

低速陽電子実験施設
（テストホール）

ダンピングリング (DP, 1.1 GeV)

DP入出射路 (LTR/RTL)

PF(2.5 GeV)

PF-AR(3 GeV)
KEKB-HER(8 GeV)
KEKB-LER(3.5 GeV e+)

PF入射路(2.5 GeV)

PF-AR直接入射路(6.5 GeV)

SuperKEKB入射路
 HER(7 GeV) e-
 LER(4 GeV) e+

PF/SuperKEKB入射器（2016-）

（入射器トンネル平面図）

（入射器側面図）

クライストロンギャラリー（地上）

入射器トンネル（地下）

電気・機械室（Sector 5,ECS）

電気・機械室（Sector 3,4）

電気・機械室（Sector 1,2）

機械室（Sector A,B）

電気・空調機械室（Sector C）

空調機械室
第5副制御室

空調機械室
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空調機械室
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空調機械室
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空調機械室
第1副制御室

第2ストックルーム

第1ストックルーム

実験準備室
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クライストロン準備室加速管組立室

クライストロン組立ホール

電子銃室（地下部）

機械室（Sector B,C, Jarc）

入射器トンネル（地下）

クライストロンギャラリー（地上）

テストリニアック
（TL, 1991-1997）

低速陽電子ビームライン（1992-1996）

多目的電子陽電子線形加速器（入射器）鳥瞰図

100 m

（注）括弧内は到達加速エネルギーを示す）

（注）括弧内は上流側から順に並ぶ加速ユニットの番号を示す）
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理論部から理論センターへ
荒船 次郎、湯川 哲之、磯 暁

　KEK 理論部は 1971 年の KEK 創設から 2 年後、
1973 年川口正昭と小柳義夫を初代のスタッフとし
て発足した (川口は 1971 年より併任)。翌 1974 年
には、菅原寛孝、福来正孝を迎え、その後も増加し、
スタッフ数は、1980 年に 6 名、1990 年に (南建屋
グループ 3 名を入れて) 17 名となった。1997 年 4
月に田無分室が設置され、2001 年 3 月には田無分
室がつくばへ移転した。これに伴い、理論部も新
たに 6 名を田無より迎えた。2007 年には宇宙物理
グループが設立された。そして 2015 年 4 月に、ス
タッフ 21 名からなる理論センターが、素粒子原子
核研究所の正式な組織として発足した。
　スタッフの増加に合わせて、ポスドク研究員や
学生数も増加している。発足当時から、理論部は
海外のポスドク研究員として雄飛する若手研究者
のゲートウェイとなってきた。手元の資料 [1] で
は (PD 研究員、受託生) の数は、1987 年 (4、5)、
1992 年 (11、5)、1995 年 (19、6) などとなってい
る。学生については、大学共同利用研究所として、
全国の大学から受託大学院生を受け入れてきたが、
1988 年に総合研究大学院大学 (総研大) が開学し
た。理論部では 1997 年に最初の総研大生が入学し
た。当初は博士後期課程のみだったが、1999 年に
は素粒子原子核専攻が設置され、5 年一貫制博士
課程に毎年数名の学生を受け入れている。若手研
究者の数は、2020 年には、研究員 38 名、学生 21
名まで増加しており、現在、日本全国で活躍して
いる素粒子論研究者は、これまでに何らかの形で 
KEK 理論部に在籍していた人が多い。
　理論部の歴史を記録に留めておくために、2014
年 8 月 2 日に、「KEK 理論部の歴史を語る会」を
開催し、理論部の設立発展に寄与された方々、菅
原寛孝氏、小柳義夫氏、吉村太彦氏、小林誠氏、
東島清氏、川合光氏に、理論部の歴史についての
講演を依頼した。また研究所発足以前の事情につ
いて小沼通二氏に、受託生として在籍した金谷和
至氏にも講演をお願いした。これらの講演の記録

は、素粒子論研究 (現在はオンラインで発行され
ている) Volume 21(2016) に掲載 [2] されており、
HP から PDF ファイルをダウンロードできる。と
ても興味深く、また貴重な記録なので、ぜひご覧
頂きたい。本稿では、これらの講演内容と被らな
いよう、設立の頃 (荒船次郎)、それに引き続く 20
年 (湯川哲之)、そして最後に、理論センター発足
までの経緯について記述する。(文責：磯)

1.	KEK 設立の頃（荒船	次郎）
　KEK に私が勤めたのは 1975 年から 1979 年まで
の４年間で、短い期間ですが当時を回想します。
　私が着任当時の理論スタッフ (註 1) は、川口正
昭さん、菅原寛孝さん、小柳義夫さん、福来正孝
さんで、そこへ私が加わって 5 人でした。皆、素
粒子出身でしたが、翌年に原子核出身の湯川哲之
さんが加わりました。KEK の概算要求資料を見る
と、理論ポストの当初の要求はささやかな 1 部門
(教員 3 ＋雇員 1) でした。予算が初めてついたの
は 1973 年の教授ポストからで、年を追って 1 部
門分が付きましたが、その後、運営協議会で 1976
年から理論は 2 部門相当 6 人が認められています。
理論のポストが概算要求より多いのは実験のポス
トを振り替えて使ったものと思われます。その後、
私の転出のひと月前に菅本晶夫さんが着任され、
短期間ですが一緒に在職しました。
　理論はその後、1978年に理論の運営協議員によっ
て「理論部門の充実計画案 (註 2)」が運営協議会
に提出され、実験と共存する特徴を生かしながら
将来は京大基礎物理学研究所 (基研) と役割を分担
しつつ、同程度の規模のスタッフをそろえ、研究
センターとすることが望ましいと提案されていま
す。内容は物性も含めるか、あるいは、素粒子部
門４、原子核部門２程度とするか、などが想定さ
れていました。然し、KEK の運営に参加していな
い私はそのような状況は知りませんでした。
　KEK に着任する前、私は東大原子核研究所 (核
研) の理論部にいて、KEK に着任する直前の 1974
年末まで南部陽一郎先生のおられたシカゴ大学へ 
research associate として核研から出張 (途中から
休職)させてもらっていました。
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　KEK は初めての国立大学共同利用研究所の設
立なので、前例の無いことが多く、難産だったよ
うです。私が大学院生だったころは、設置形態を
巡って諸大学の大学院生も巻き込んで議論が行わ
れ、「夏の学校」という全国の素粒子・原子核・宇
宙線分野の院生が自主的に毎年開いていた勉強会
でも議論になり、夏の学校の当番校が東大だった
ときは、院生の清水韶光さんらも協力して、素粒
子理論院生の山本義隆さん (今は科学史家) が議長
となり、白熱した院生の議論を収めたこともあり
ました。私が核研の理論部に着任したころは、将
来の研究所名は素研 (素粒子研究所) と呼ばれ、核
研に素研準備室が設けられ、加速器や泡箱などの
準備研究が行われていました。核研で朝永振一郎
先生にお目にかかったことはありませんが、先生
は KEK 創設に尽力され、核研に設けられた総合事
務局のお部屋にはよく来られたそうです。素研の
名称は 1970 年には高エネルギー物理学研究所と
決まったようですが (KEK の略称は高橋嘉右先生
の発案とか)、核研ではそのあとも素研準備室と呼
ばれていました。その後、素研準備室だけでなく、
多くの核研のスタッフが KEK へ転出されたので、
KEK に着任すると、実験家の久寿米木朝雄さんや
山本明さん、計算機の三浦靖子さんなど、核研で
お会いしていた方々が大勢いました。
　核研からシカゴ大へ出張中には、同大学と
FNAL (Fermi National Accelerator Laboratory)
を訪問中の西川哲治さんのご一行から、日本で 
KEK が発足することを聞きました。また初めての
核研シンポジウムの開催の相談に菅原さんが南部
先生を訪問されたとき、KEK の具体的な様子を伺
い、私も行きたいなと思った事を覚えています。
　幸い KEK に勤めることになりましたが、当初の
つくばは今とはだいぶ様子が異なり、学園東大通
りは未舗装で、今のような商店もほとんどありま
せんでした。雨後のぬかるみは酷く、ある日、同
僚の福来さんが学園東大通りで横を通るトラック
の風圧で倒れて、泥まみれになって来たこともあ
りました。一軒の民家が立ち退き要請を聞き入れ
ずに大通りの中央に立ちはだかっていましたが、
やっと立ち退きに応じて舗装が完成しても、始め
は信号の設置も少なく安全も不十分でした。

　KEK への通勤に自家用車を買う前は竹園からバ
スで通いました。KEK の利用者の宿泊所は敷地の
奥にある旧ゴルフ場のクラブハウスでしたが、研
究室はすでに研究棟 2 号館が完成していて、幸い
私は最初から研究棟が使えました。
　川口さんは理論の責任者で、発足まもない KEK 
の運営に当たり、我々若手があまり困らなかった
のは川口さんがいろいろ気を配っておられたから
だろうと思います。先生は毎日、寝床で原稿を書
いているとのことで、執筆を厭わない日常である
ことに驚きました。先生が転勤後、阪神淡路大震
災の被害もあって早く亡くなられたのは残念でし
た。
　研究棟の 2 号館では理論グループは実験グルー
プとも近く多くの実験家とも交流があり広い話題
を楽しみました。
　当時 KEK では 500 MeV のブースターは完成し
ていましたが、ブースターから主リングにビーム
を入れて 8 GeV に加速する作業が当面の目標でし
た。この加速には途中で 5.4 GeV の位相遷移エネ
ルギー (transition energy) と呼ばれる関門を通過
する必要があって、この関門を超えることが難し
く、何日もの間、エネルギーがこの値まで上がった
直後にビームが消滅していました。アジアで初め
ての高エネルギー加速器であり、成功するか否か、
加速器部の先生方には大変な時であったと思いま
すが、理論の我々には深刻さはさほど分からず、
禁酒家の諏訪繁樹所長に、「もしビーム加速が成
功したら、ワインを飲むと約束して頂けませんか？」
と失礼なお願いをしたものでした。先生は「ハイ」
とかすかに苦笑しながら答えただけでした (諏訪先
生は無口で有名でした。先生から政池明さんのお
宅に電話がかかったとき、政池さんの奥様が受話
器を取って「もしもし政池です」と言ってもなか
なか応答がない。すると奥様は咄嗟にピンと来て

「あなたア！諏訪さんヨ！」と正しく電話を取り次
いだ、という逸話を小柳さんから聞いたことがあ
ります)。3 月初めに念願の transition energy 越え
が成功した時は所を挙げて喜びました。ワイン会
では諏訪先生がご自分に課した禁酒の掟を曲げて
乾杯のワインを飲んだことにも我々は大喜びしま
したが、それが KEK 加速器完成の日でした。
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　研究室では楽しく物理の議論ができました。当
初はささやかなことですが、事務方と教官側で考
え方に違いがあって、戸惑うことが多々ありまし
た。移動黒板は小さく不便なので、壁に固定した
大きな黒板の設置を事務にお願いすると、事務方
が承知するのにかなり手間取りました。その理由
は川口さんに後から聞いた話では、KEK 事務とし
ては文部省の設計した建物に固定的な変更を加え
る事は躊躇される、ということのようで、黒板は
後で必要に応じて取り外せるよう、壁から離れた
位置に固定するなら良いという事になりました。
菅原さんが最初にプレプリントを出そうとしたと
きは、事務方が経費は KEK から出せない、との答
えで菅原さんは戸惑っていました。「それは先生の
個人研究でしょ。個人研究なら先生が経費を負担
するのが筋です」という理由だったようです。先
生方の努力で解決し、その後はプレプリントの問
題は起きませんでした。このようなこともあって、
事務側に研究業務を理解してもらうため、事務官
に CERN 等の外国の研究所を視察してもらうこと
を、KEK が所の経費で行うよう努力していること
の意義が理解できました。
　理論は小さなグループですが、菅原さんの方針
で理論のセミナーをほぼ定期的に持ち、素粒子 /原
子核に限らず、宇宙や地球科学など興味ある話題
があり、講演の後の講演者との会食もあって、大
いに楽しみました。講師を呼べる旅費があること
は幸いでした。お隣の筑波大からも参加があり、
またセミナー以外に文献紹介も持ちました。
　当時の素粒子の描像は、ハドロンはクォークの
付いた紐であり、クォークとレプトンの 3 世代の
基本粒子の持つ相互作用はゲージ理論である、と
いう今の標準理論が完成しつつありました。加速
器が発表する様々な実験結果を見て、標準理論の
描像で説明できることがとても楽しい時期でした。
J/ψ の励起状態のγ崩壊や、電子・陽電子衝突に
よる 3 π生成と ω/φ 混合や、陽子・陽子衝突の
前方のπ+/π- 比など、実験データが標準的な模型
でよく説明できるので、新しい実験結果を見るこ
とも楽しいことでした。
　KEK には新たに研究本館ができて、我々理論も
2 号館から図書館に近くて便利な新館に引っ越すこ

とになりました。実験の尾崎敏先生は実験と理論
は近くに居なければならない、という持論を持っ
ておられ、実験も本館の理論の近くに移動しよう、
と言われ同時に移動しました。理論の広間は自由
に雑談のできる部屋でしたが、冷蔵庫が無いのは
いろいろと不便でした。当時、実験グループは実
験用の冷蔵庫で食料も冷やしていましたが、理論
は冷蔵庫を買う口実が無いので、自分たちで買う
ことにしました。つくばの地方紙に「中古冷蔵庫
を求む、高エネルギー物理学研究所・理論部」と
いう広告を出すと、早速電話があり、中古冷蔵庫
を「500 円でいいよ。研究してる人達だから」と破
格値で売ってくれました。それをハッチバックの
車の後ろに乗せて KEK に戻りました。この冷蔵庫
はその後も、10 年ちかく理論部の部屋にあったよ
うです。
　1976 年に高エネルギー国際会議がソ連のグルジ
ア共和国の首都トビリシで開催され、参加しまし
た。旅費は自前なので節約して、船でウラジオス
トック、列車でハバロフスク、を経て飛行機でモ
スクワへ行く安い団体旅行に参加して、モスクワ
からトビリシに飛行機で行きました。グルジアは
音楽も文字も独特で、レストランの庭で食事をし
ていると、4 人のグルジア人らしい男性の客が丸
テーブルを囲みながら、なにやらグレゴリオ聖歌
のような荘厳に聞こえる音楽を歌い始めました。
何と四重唱で楽しそうに歌っています。合唱のハー
モニーは民族によっては大衆文化なのだと初めて
知りました。国際会議はロシアの国威発揚の場と
なり、plenary session はロシア語が標準で同時通
訳で英語が聞けるという具合でした。あきれて会
議を欠席して遊びに行く人も多くいました。途中
で、ロシア人の実験家 A. Skrinsky が飛び入りで、
陽子ビームの電子冷却という技術の成功を報告し
ました。始めロシア語でしたが、途中で翻訳者の
マイクが壊れると流暢な英語で話し、その直後に
マイクが治っても気づかぬふりをして、最後まで
英語で話しました (註 3)。きっとロシア人でもロ
シア語の押し付けに反対の人も多かったのでしょ
う。この話だけは大変印象深く、日本に戻ってか
らその報告をすると、加速器の先生からはロシア
語 /英語のことではなく電子冷却の報告に興味を示
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されたのは意外でしたが、当然ですね。スターリ
ンはグルジア出身ですが当時のグルジア人とロシ
ア人との関係は相当悪いことは町の雰囲気で明ら
かでした。後のソ連崩壊でグルジアも独立した時
は当時の様子を思い出して、さもありなんと思い
ました。帰途に CERN に立ち寄ったとき、桜井純
さんご夫妻と食事を楽しめたのは良い思い出にな
りました。桜井さんは私が描いたチャーミング (?)
な c クォークの挿絵を講演に使って頂いたことが
ありました。
　1977 年に所長が西川さんに交代になったとき、
各部から若手の助手が１名ずつ集められ、各部の
安全に注意するよう厳命がありました。理論には
危険な所は無いから無関係という顔をしていたら、
荒船君は Tristan 計画の広報をしなさい、と言われ
ました。数度か Tristan News は出しましたが、広
報には慣れていなくて、残念ながらあまりお役に
立たなかったと思います。しかし Tristan には菅
原さんの指示で、Tristan 計画で期待される様々
な反応の断面積について、ゲージ模型やパートン
模型などを使って計算し、KEK レポートにしまし
た。Tristan 計画は当初は加速器の衝突ビームを
ep、 pp、 e+e- と多種類に取れる計画だったので、そ
れぞれについて行いました。菅原さんはハワイ大
学の Pakvasa さんと共同研究のためよくハワイへ
行かれましたが、基研の申し込み締め切り間際に 
Tristan の研究会の申請をするようハワイから telex 
が来て、慌てたこともありました。
　1978 年に東京の京王プラザホテルで高エネル
ギー物理学国際会議 (ICHEP) が開かれ、KEK の
スタッフは誰もが何らかの世話をしていました。
菅原さんは組織委員で理論関係のまとめ役もさ
れていたと思います。私は南部先生の Scientific 
Secretary の 担 当 で し た。 先 生 は concluding 
remarks を担当されていたので、先生に頼まれて、
contributed papers の論文の分類やコピーをしま
した。先生は講演で、標準理論となった電磁気学・
弱相互作用の統一理論を Electro-Weak Theory (電
弱理論) と呼ぶことを提案されて、それは今は世界
に受け入れられています。残る重力理論は未解決
ですが、その古典論にはアインシュタイン方程式
があって、この方程式は原理から決まる曲率とい

う美しい左辺と多数の粒子の質量や混合角という
任意パラメータを持ちその意味で醜い物質のテン
ソルを右辺に持ち、両者を等しいと結んでいます。
南部先生からは、このアインシュタイン方程式の
美しい左辺と美しくない右辺をつなぐ式を象徴的
な挿絵で描いてください、と頼まれました。秘書
とはこんなことも頼まれるのか、と戸惑いました
が、一生懸命考えて美しいお城を左辺にとり、黒
煙を吐く工場群を右辺にとって、両者をお堀の橋
がつなぐ、という絵にして持って行きました。幸い、
先生はそれを採用して下さいました。この挿絵は
先生との交流の中で大切な思い出になっています。
1978 年に小柳さんと川口さんが KEK 理論から転
出されました。私も 1978 年は KEK の任期 5∼7 年
の 4 年目になりましたが、米国の友人から彼の大
学に誘われ、同じころ東大宇宙線研究所から誘わ
れ、東京の両親の健康が心配だったこともあり、
諸事情を考慮して、宇宙線研究所を選び翌年着任
しました。4 年間の実に楽しい KEK で、先輩と同
僚にとても恵まれたお陰でした。
　素粒子の標準理論が Higgs 粒子以外はほぼ完成
し、大統一理論に興味が移りつつあったので、転
出に当たっては、宇宙線研究所で大統一理論の実
験ができるよう理論家として応援することを実験
の研究所に赴任する上での自分の務めと心得まし
た。幸いカミオカンデを応援でき、スーパーカミ
オカンデの建設については、菅原さんから予算要
求の基本方針など手取り足取り教えていただき大
変に助けられて、また西川所長からも研究所間の
協力や学術会議・原子核専門委員会などで大変に
助けられながら実現しました。これには KEK でご
一緒できたこと、理論と実験の協力の様子を間近
に見てきたことが、貴重な資産となっていたと思
い改めて感謝しています。

(註 1) 共通して在職したスタッフは、着任順に、
川口正昭さん (併任助教授 1971 〜、教授 1973 〜、
併任教授 1978 〜)、小柳義夫さん (助手 1973 〜)、
菅原寛孝さん (教授 1974 〜)、福来正孝さん ( 助手
1974 〜) がおられ、そこへ私 (助手 1975 〜、助教
授 1976 〜) が加わり、翌年、湯川哲之さん ( 助教
授 1976 〜) が加わり、さらに私の転出のひと月前
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に菅本晶夫さん (助手 1979 〜) が着任された。以
上の記述は私の記憶違いがあるかもしれませんが、
お許し下さい。
(註 2)「KEK 理論部門の充実計画について (案)」は、
1978 年 2 月 7 日に KEK に提出され、同年度末の
運営協議会で議論されたことが議事録にある。こ
れは素粒子論研究 (57-1、1978. 4) の「放談室」に
掲載されている提案を下にして、補足し書かれた
内容である。
(註 3)途中から英語に変わったのは A. Slavnov だっ
たかもしれません。そうなら Skrinsky は全部英語
だったと思います。

2.		研究者と研究内容から見るKEK理論部の歴史：
1976 年頃～ 1995 年頃（湯川	哲之）

　私が KEK に着任したのは 1976 年、転出したの
は 1995 年で、ほぼ 20 年間 KEK にお世話になりま
した。その間、共に活動した研究者は、スタッフ
だけでも 25 人余り、比較的長期に滞在した国内外
の研究者や学生を入れると、多分 50 人を超えます。
その方々の研究を網羅することは、もちろん無理
なことですが、特に、研究分野が理論部の主流か
ら少し離れていた私にとって、多くの研究は、私
の理解を超えています。以下に、私が KEK のスタッ
フであった 20 年間、理論部が発行したプレプリン
ト KEK-TH に記された研究者名、発行の日付、お
よび論文タイトルに基づいて、私なりの偏見で取
捨選択しました。願わくは、この拙文が、KEK 理
論部が行ってきた研究活動の大まかな内容を知り
たい方の参考となれば幸いです。
　理論部存在の基本的意義は、「実験家と一体と
なった研究に参加するグループ」と理論部発足時
のグループリーダー川口正昭 (以下敬称略) が述べ
ています。それを発足当時の KEK の加速器実験
に限定する事は誰も考えていなかったと思います。
1974 年の J/ψ の発見こそ、高エネルギー物理実験
の潮流は KEK-PS をはるかに超えたエネルギーフ
ロンティアを目指していることを明示しています。
また、川口は理論部の存在形態として、単に̒ 研究
所のアクセサリー と̓なることを危惧したが、研究
資金を工面する苦労がないことや、KEK で行われ
ている物理だけにとらわれず、世界の研究情報を

自由に収集できる環境は、ひとえに大きい予算を
抱えた実験研究所のひも付きだからと、多くのス
タッフが内心感謝していたと私は推測します。研
究対象とする実験を世界に広げれば、 J/ψ の発見
に関して、チャーモニウムを取り上げた荒船次郎
(1975 年着任)、福来正孝 (1974 年)、小柳義夫 (1973
年) らによる 1976 年の研究や、高エネルギー陽子-
原子核後方散乱 (古井、湯川、1978 年) がプレプリ
ント・リストの先頭近くに現れている。
　川口の転任後、菅原寛孝がグループリーダーと
なった。菅原はその後、物理研究系主幹 (1983 年)、
物理総主幹 (1987 年)、KEK 所長 (1989 年) とどん
どん理論部から離れていったが、常に我々のリー
ダーとして、我々の研究をけん引する立場に立ち
続けることになる。菅原の研究については、時折
発表する論文が、我々常人には理解の及ばないと
個人的に感じることが多かったが、それにも拘ら
ず何かしらとんでもないことを考えているという
気分にさせられた。また、海外から、菅原の旧知
が客員研究員として訪れることも少なくなかった。
例えば G. Rajasekaran (1981 年)、S. Pakvasa (1983
年)、N.P. Chang (1983 年)、P. Rotelli (1983 年)、
P.P. Divakaran (1985 年)、T. Truong (1992 年) 等
は比較的長期に滞在し、我々の刺激となり、海外
の動向に目を向けさせた。
　KEK の実験と直接関係しないとしても、世界的
には研究の重要な流れを作る可能性のある研究者
が集まる場として、理論部が進んで行く道を拓く
端緒となったのは、吉村太彦 (1979 年) の着任によ
るところが大きい。統一ゲージ理論から予想され
る陽子崩壊を研究していた吉村は、素粒子論の研
究対象として初期宇宙を取り上げ、ニュートリノ
混合、宇宙の物質非対称性、高次元宇宙などの研
究を、主に柳田勉 (東北大学)、福来、綿村哲 (1981
年)、高杉英一 (大阪大)、肥川隆夫 (広島大学) ら
とともに精力的に進めた。同じ頃、小林・益川理
論で名を馳せていた小林誠 (1979 年) も、現在の 
KEK の実験 (B-Factory) を眺めれば、後に「KEK 
の実験家と一体となった理論グループ」を目指す
役目を果たす着任となった。KEK 理論グループの
将来の中心的課題となる格子ゲージモンテカルロ
法による数値的場の理論の発端となる研究も、小
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林を含む福来、大川正典 (東京大)、小柳 (筑波大)、
宇川彰 (東大核研) らにより 1980 年頃より始まっ
た。格子ゲージ理論の研究は 1983 年のスーパーコ
ンピュータの KEK 導入を機に、この分野の世界的
な研究グループとして発展し、現在もなお活発な
研究グループを保持している。この間 (1995 年ま
でに限っても)、研究に参加した研究者は金子敏明
(1982 年)、太田滋生 (1986 年)、美濃英俊 (山梨大、
1989 年)、石川健一 ( 広島大、1992 年)、石塚成人
(1992 年)、蔵増嘉伸 (東京大、1992 年) 等がいる。
　宇宙論的素粒子論や格子ゲージ理論は、1980 年
代に急速に成長してきた研究分野であったが、依
然として場の量子論は研究の主流を占めていた。
菅本晶夫(1979年)はメンブレンを、坂井典佑(1981
年) は超対称性を、風間洋一 (1983 年) はモノポー
ルを得意分野として理論部に加わった。これらの
研究対象は当時の素粒子論の最先端をなすもので
あった。KEK には大学共同利用研として、全国
から大学院生を受託して、研究の最先端を体験し
てもらうという制度があり、山中由也 (早稲田大、
1977 年)、山本昇 (大阪大、1978 年)、金谷和至 (名
古屋大、1980年)などがこの制度の初期に参加した。
1986 年から 1988 年にかけての受託生、鈴木久男
(名古屋大)と仙田郁夫 (東工大)が、積極的に菅本、
風間らと共同研究することが目についた。
　1983 年菅原が物理研究系主幹となり理論部を
退くと、吉村がグループリーダーを引き継いだ。
1984 年に着任したのが、清水韶光と大川正典で、
大川は Gonzalez-Arroyo と格子ゲージ理論の研究

をするとともに、福来が転出した後の格子ゲージ
グループを牽引した。清水は、粛々と計算機を使っ
たファイマンダイヤグラムの自動プログラム生成
グループ (南建屋グループと自称) を立ち上げ、理
論部内外からメンバーを集めた。南建屋グループ
には実験グループから栗原良将 (1987 年)、藤本順
平 (1989 年) らが合流した。また、少し後になるが、
オランダから J.A.M. Vermaseren(1992 年) が、自
動計算プログラム FORM を携え理論部を訪れ、清
水らが開発しているプログラム GRACE に刺激を
もたらした。
　1984 年、Green と Schwarz により復活させられ
た超弦理論は、日本の若手研究者にも大きい影響
をもたらした。KEK 理論グループにも、時代の流
れの先端を行く加藤光裕 (1986 年) が加わり、松田
哲 (京都大) と共形代数、超共形代数を進めた。そ
の後、新しく加わった山田泰彦 (1988 年 ) は、よ
り数学的な共形理論を数学者・土屋昭博 (名古屋大)
と、共形場の理論を研究した。KEK でも多くの若
手、菅本、風間、鈴木、仙田ほか、濱田賢二 (1987
年)、高雄勝 (1987 年)、門間穣司 (1990 年)、粟田
英俊 (1991 年)、細野忍 (1990 年)、藤津明 (1991 年)
らが取り組んだ。この状況の中で、梁成吉(1990年)
は川上則雄 (大阪大) と、共形理論を量子流体理論
に応用し、数学的な対象とみなされていた超弦理
論が現実的な物理的対象にも応用できることを示
した。河合俊哉 (1992 年) は梁や山田と位相的共形
場理論を研究していた。
　超弦理論の賑やかさに加えて、1986 年は KEK 
理論部の将来を示唆する萩原薫と日笠健一の二人
の現象論研究者が着任した。二人は競い合って多
くの論文をまとめた。また二人の共通する点は海
外の研究者との共同研究である。萩原は H. Baer 
(Argonne)、 X. Tata (KEK、1986-87年)、N. 
Brown (Durham U.)、A.D. Martin (Durham U.)、
D. Zeppenfeld (U. Wisconsin) などと、また日笠は
V.D. Barger (U. Wisconsin)、E.W. Niegel Glover 
(U. Oregon)、W-Y. Keung (U. Wisconsin) たちと
共同で研究した。中でもM. Drees (U. Wisconsin)
は 1988 年から 1993 年まで日笠、萩原のみならず、
後に理論部に着任する野尻美保子 (1993 年) とも研
究を行った。萩原は松本成司 (金沢大)、村山斉 (東

図 1　�1982 年物理学会出張の途中にて．左から，吉村太彦，
小林誠，菅原寛孝，Pietro�Rotelli．
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京大) など、国内の多くの若手研究者とも共同で研
究した。1992 年に日笠が転出したが、すぐに岡田
安弘 (1992 年)、野尻美保子 (1993 年) が現象論グ
ループに加わり活発な研究を維持した。
　5 年ほどさかのぼるが 1987 年には東島清と林青
司 (Lim C.S.) が着任していた。東島は自発的対称
性の破れを徹底的に研究した。林は両角卓也と現
象論の研究 (1988 年) を行った。
　1988 年吉村が転出すると同時に小林が理論部主
任となったが、1 年後には小林も物理研究系主幹と
なったため、急遽、湯川が主任を引き継いだ。東
島が分野の異なる湯川をサポートした。非常に多
くの研究者が超弦理論に取り組んでいたが、理論
部には新しい流れも生まれてきた。1990年に加わっ
た中村卓史は計算機センターに所属する大原謙一
と組んで数値的一般相対性理論によりパルサー・
中性子星・ブラックホールの計算機シミュレーショ
ンを行った。中村と共にやってきた長澤幹夫はスー
パーノヴァのシミュレーションを行い、また 1990
年に着任した鈴木英之は超新星爆発のシミュレー
ションを住吉光介 (沼津高専) と行うなど、天体物
理学のグループができた。一方、原子核物理の湯
川は、石川正 (東北大)、倉澤治樹、阿部正典 (東北大)
らとともに原子核のフェルミ流体理論やスペクトル
の統計理論を展開し、その後、石川と量子カオス
の研究、また、金道敏樹 (1988 年) と Skyrme 模型
による核子・中間子の統一模型を試みた。初田哲
男 (1987 年) は主に國廣悌二 (龍谷大) と共同で中
間子の有限温度核物質中の振る舞いについて研究
した。初田の研究の幅は広く、吉村や林とも積極
的に研究を進めた。1992 年ころの理論部はスタッ
フだけでも 13 人、それに研究員、学生を多く抱え、
研究分野は素粒子・原子核・宇宙と幅も広くなり、
方法も理論的・現象論的・数値的と、多様であった。
緊密な打ち合わせが必要な数値関係の研究者が中
心となり、2つのグループを組織する提案がなされ、
理論グループと数値グループが生まれた。
　1989 年に着任した中山隆一は、福間将文、川合
光 (東京大) と 2 次元量子重力を研究し (1990 年)、
1992 年に着任した石橋延幸は川合と 2 次元弦の場
の理論を研究した。そして 1993 年には、川合が
KEK 理論グループに登場することとなった。1993

年には東島が転出し、川合の着任と共に理論部の
主任を川合が引き継ぐことになった。川合の興味
の幅は広く、格子ゲージ理論、格子重力、2 次元重
力場の理論などで成果を上げていた。川合は、引
き続き石橋と量子重力場の研究を続けるとともに、
北澤良久 (東京大)、二宮正夫 (京都大) と近 2 次元
量子重力の繰り込みを、2 次元格子重力の複素構造
を湯川や津田憲次 (1993 年) と研究した。湯川や津
田は格子重力の数値シミュレーションを 2 次元か
ら始め、羽倉洋行 (筑波大)、西村淳、出渕卓、堀
田智洋 (東京大)らと 3、4次元へ進めた。

3.	理論センターの発足（磯	暁）
　私が KEK に異動したのは 1996 年のことで、理
論部のヘッドは 40 歳を過ぎたばかりの川合光だっ
た。この頃、理論部には 16 名のスタッフがおり、
3 名は南建屋グループで、菅原さんを除く残り 12
名の居室が研究本館にあった。理論部では、弦理
論 (川合光、石橋延幸など)、素粒子現象論 (萩原
薫、岡田安弘など)、そしてニュートリノ天文学 (鈴
木英之)や格子ゲージ理論(大川正典)などのスタッ
フがおり、ポスドク研究員 16 名、受託生 6 名とと
もに活発に研究活動をしていた。つくばには終電
もなく、皆、深夜 12 時を過ぎても議論していた。
この頃、理論部も、放射光施設の物性理論グルー
プと協力して、理論センターを作ろうという話も
あったが、実現はしなかった。また総研大生の受
け入れが本格的に始まり、KEK 固有の大学院生の
教育が可能になった。理論部で教育を受けた総研
大生 (中村真 中央大学教授、北野龍一郎 KEK 教授、
奥村健一 岩手医科大学准教授など) は、全国で活
躍している。また湯川さんが総研大 (葉山) へ異動
し、理論部と葉山との結びつきが強化された。私も、
頻繁に葉山で開催されていた (生物や化学、経済物
理など) 他分野との合同研究会に参加させてもらっ
た。2000年には田無から6名 (赤石義紀、寺澤英純、
筒井泉、森松治、溝口俊弥、延與佳子) の研究者が
つくばへ異動し、理論部の研究分野も原子核ハド
ロン物理へと大きく広がった。
　川合は 1999 年に京都大学へ異動し、後任として
北澤良久が理論部のヘッドに着任した。ちょうど
総研大の 5 年一貫制博士課程が始まった時で、北
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澤は、アジア冬の学校の立ち上げを通した教育の
国際化など、総研大教育に尽力した。また、2007
年には、高崎史彦所長 (当時) の肝いりで、理論部
にも宇宙グループが設立され、小玉英雄と井岡邦
仁が着任した。これにより、理論グループの研究
活動は、素粒子・原子核物理から宇宙物理まで広
がった。2004 年には高エネ研が法人となり、それ
に合わせて、理論部を理論センターにしようとい
う計画が持ち上がり、私も「先端理論国際センター」
構想案の作成などに協力をした。2009 年には、組
織上は以前と同じではあるものの、理論センター
と呼称することになった。さらに 2011 年からは、
理論センター J-PARC 分室が開設され、数名の
客員スタッフを迎えて研究活動を開始した。当時
の西川公一郎素核研所長は、理論センターは実験
と連携しながらもしっかり理論としての独自性を
持って進んで欲しい、ということを常に言われて
いた。西川所長は、外部への異動が決まっていた
私を KEK へ引き留めてくれるなどプライベートで
も大変お世話になった。若くして亡くなられたの
がとても残念である。
　2013 年には、私がセンター長を引き継いだ。山
内正則所長 (当時) とは、研究分野も広がり人数的
にも大規模となった理論グループをどのように発
展させていくか、何回も議論を交わした。その中
で、山内所長から、素核研の正式な組織として理
論センターを発足させる提案があり、理論スタッ
フ会議で検討を開始、素核研の責任者会議や運営
会議での議論も経て、2015 年 4 月に正式な理論セ
ンターが発足した。最初に理論センター設立の機
運が生まれたのが 1995 年頃なので、それから 20
年経ち、ついに実現したことになる。理論センター
を発足させる上で重要視したのが、KEK 理論セン
ターの 3つの特徴である。一つ目は、理論センター
の幅広い分野が連携して研究を行うこと。二つ目
が、国際拠点として大学などの研究者に積極的に
理論センターを活用してもらうこと、三つ目が実
験との連携である。理論センターには 22 名のス
タッフを中心に 100 名近いメンバーがおり、その
分野も、弦理論、素粒子現象論、格子ゲージ理論、
原子核理論、宇宙物理、量子基礎論と広がってい
る。そこで、理論センター発足に際して、コミュ

ニティとの連携に関しては、素粒子・原子核・宇
宙などの分野に分かれた活動を行うが、研究面で
は、積極的な分野横断と実験連携を進めることと
した。そのため、セミナーやジャーナルクラブは、
全員参加を原則とした。さらに、従来の研究領域
を越えたプロジェクト研究を発足させ、理論セン
ター一体となって物理学の新たな学問の創成をめ
ざす方針とした。このやり方には、「理論センター
のように研究分野も広がり人数も多いグループが、
一緒に研究活動をするのは効率的でない」という
懐疑的な意見もあった。しかし、異なる分野で積
極的に連携する機運が高まり、実際この数年間で、
素粒子・原子核・宇宙などの間に数多くの共同研
究が生まれたことを鑑みると、成功したと言える
のではないかと思っている。また意欲ある学生の
研究に対する意識も変え、指導教員以外とは異な
る分野で共同研究を行う若手も増えてきた。
　理論センター発足に合わせて、2014 年 8 月に
は、理論部の歴史を語る会を開催し、理論部の先
輩方の貴重な意見を聞いた。また 2015 年 11 月 14
日には、海外研究者 (M. Dine) を含む 7 名の研究
者による外部評価 (委員長は青木慎也京都大学教
授) を実施した。また、理論センタープロジェクト
研究活動へのアドバイスをもらうため、外部委員
による理論センター研究推進委員会を組織し、年
一回開催することとした。プロジェクト研究では、
積極的に外部資金の獲得も目指し、複数の基盤研
究 (A) 採択など大型科研費の獲得に成功した。た
だ、外部資金は流動的であり、運営費交付金によ
る持続した研究活動が重要である。理論センター
の国際化に関しては、2014 年から Fermilab 理論
部と MOU を締結し、相互の研究者訪問や合同研
究会開催を行った。また、アジアでの連携強化の
ため、FIST-Asia network on HEP を構築した。素
粒子理論分野 (弦理論と現象論) で、2016 年から韓
国、中国、台湾、日本の４か国による回り持ちで
毎年研究会を開催している。
　もう一つ、理論センターで試みたこととして、
物構研との連携がある。素粒子原子核物理学は物
性物理と不可分の関係にある。そこで、2017 年か
ら板倉数記、物構研の理論 (倉本義夫、岩野薫) お
よび実験研究者 (村上洋一、門野良典)らと一緒に、
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KEK 連携コロキウムや合同研究会を開催した。素
核研と物構研の連携は、山内機構長からも賛同を
得て、機構長裁量経費より活動予算をつけて頂い
た。倉本、岩野両氏には、理論センターにもオフィ
スを用意し、ジャーナルクラブへの参加など、理
論センターの活動に参加してもらった。 今後も、
物構研との連携を継続発展させていくことは、理
論センターのみならず、機構全体の発展にとって
も大事だと考えている。
　当初、数名から始まった理論部も、80 年代末あ
たりから規模を拡大し、核研との合併や宇宙グルー
プ創設を経て、スタッフ 21 名を含む 100 名近い人
数を抱える理論センターとなった。分野も、素粒
子理論から出発して、ハドロン原子核、宇宙物理、
数値物理学などへ広がり、最近では物性との連携
も進んでいる。私が着任した 1996 年は、古き良
き理論部の雰囲気が色濃く残っていたが、国内全
体の大学改革とも歩調を合わせて、KEK 理論セン
ターも現代的な組織へと変わってきた。

　私のセンター長としての任期は 2020 年 3 月で終
わったが、今後も、新たな理論センター長 (橋本省
二) のもとで、若手を惹きつける国際研究拠点とし
て発展し、理論センターから独創的な研究が次々
と生まれることを期待している。2020 年度は、新
型コロナウイルス感染拡大の影響で、セミナー、
ジャーナルクラブ、理論研究会など全ての活動が
オンラインでのリモート開催となった。このよう
な研究環境の大きな変革の中で、KEK 理論セン
ターも、大学共同利用機関としての新たな役割を
模索していく必要があるだろう。

参考文献
[1] 素粒子・原子核・高エネルギー三者若手名簿．
[2] 「KEK 理論部の歴史を語る会」，素粒子論研究 

Volume 21-1 (2016)．
http://www2.yukawa.kyoto-u.ac.jp/∼soken.editorial/
sokendenshi/vol21/kek-history.pdf

図 2　「KEK 理論部の歴史を語る会」での集合写真（2014 年 8 月 2 日，ホテル東雲（つくば市）で開催）．

第２章　研究プロジェクトからみた歴史

http://www2.yukawa.kyoto-u.ac.jp/~soken.editorial/sokendenshi/vol21/kek-history.pdf
http://www2.yukawa.kyoto-u.ac.jp/~soken.editorial/sokendenshi/vol21/kek-history.pdf


KEK創立 50 周年記念誌 225

国際協力（日米協力事業）
長島 順清

1.	はじめに
　今日のグローバル化世界にあって、国際化の波
はあらゆる産業・文化活動に及んでいるが、島国
に住む日本の人々にとっては、当初強烈なカル
チャーショックであった。国際化に取り組んだ先
人の苦労には並々ならぬものがある。高エネルギー
物理学界は、その巨大科学としての生い立ちから
科学技術の分野で日本における国際化のパイオニ
アとして、常に他分野を先導しつつ発展してきた。
国際化は、外国へ学びに行く外なる国際化ばかり
でなく、草の根レベルの人々を国内に受け入れる
内なる国際化もまた実現できて、初めて本物の国
際化といえる。
　高エネルギー物理学における組織的な国際協力
研究活動は、1974 年の東大小柴研による日独（そ
の後日欧）共同研究に始まる。しかし 1979 年に始
められた日米協力事業は、予算額においても 1 人
当たりの研究費額においても類例を見ない大規模
なスケールで、国際研究活動を一部のエリート大
学研究者から、地方大学を含む草の根レベルにま
で一気に広げたという点で画期的であった。日米
協力事業で育てられた多数の人材は、エネルギー
フロンティアを目指した TRISTAN 計画および
その後の B-Factory で中核的存在となり、その活
躍と発展を担った。また、国際協力研究を通じて
培われた人脈と日本人研究者に対する信頼感は、
米・欧・アジアから大勢の共同研究者を呼び込み、
TRISTAN での AMY 実験や SuperKEKB での大々
的な多国籍実験の実現となった 1)。国内共同利用研
究機関として 1971 年に発足した高エネルギー物理
学研究所（現高エネルギー加速器研究機構：以下 
KEK と略称）は、いまや国際共同利用研究機関と
して多国籍の研究者が集い、素粒子物理学研究に
おける世界の3大拠点の1つになるまでに成長した。

1)　 KEKで進行中の SuperKEKBにおけるBelle II 実験グループは、26
か国 113 の大学・研究所からの総勢約 920 名（日 160、米 150、欧
400、アジア 210）よりなる多国籍グループである。 出典：後田裕：
SuperKEKBと Belle II より（科学技術・学術審議会学術分科会研
究環境基盤部会 .学術研究の大型プロジェクトに関する作業部会（第
82回） 2019.6.18 ）.

　以下では、40 年に及ぶ日米協力事業を振り返る
とともに、それを可能にしたそもそもの始まりの
内幕について語る。

2.	政府間協定
　日米科学技術協力事業は、オイルショック後の
エネルギー問題に日米で取り組むため、1978 年 5
月、福田首相・カーター大統領会談で発議され、
それを受けて 1979 年 5 月、大平首相・カーター
大統領間で「エネルギーおよびこれに関連する分
野における研究開発のための協力に関する日本国
政府とアメリカ合衆国政府との協定」（窓口は外
務省；通称エネルギー協定）が締結され、同年 11
月、「高エネルギー物理学分野における日本国文
部省（現 文科省）とアメリカ合衆国エネルギー省
（Department of Energy : 以下 DOE）との間の実施
取り決め」が調印され、日米協力事業がスタート
した。
　エネルギー協定の有効期間は当初 10 年であった
が、5 年ずつ 3 回にわたる延長を経て、2005 年 9
月 3 日をもって終了した。しかし、高エネルギー
物理学における日米協力研究活動への予算措置は、
縮小しながらも継続され、現在は「科学技術にお
ける研究開発のための協力に関する日本国政府と
アメリカ合衆国政府との間の協定」（1988 年 6 月
締結）の下、2013 年 4 月に合意された「エネルギー
およびこれに関する分野における研究開発のため
の協力に関する日本国文部科学省とアメリカ合衆
国エネルギー省の間の実施取り決め」、さらには
2015年に KEK と DOE 間でかわされた事業取り決
めに基づいて、日米協力事業は継続している。

3.	研究協力の実施形態
　予算規模は〜 15 億円 / 年、日米双方が協力し
て実験装置を製作、加速器を利用して共同実験を
遂行する。テーマとしては実験の他に加速器・測
定器技術の R&D を含む。日米の研究者は、日米
両国の加速器研究所で採択された実験テーマにつ
いて共同研究の提案を行い、原則として 1 年に 1
回開かれる日米合同委員会において採否を決定す
る。合同委員会メンバーは日米双方から 6 名ずつ
選出されるが、文科省・DOE の役員、4 加速器

国際協力（日米協力事業）
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研 究 所 [BNL=Brookhaven National Laboratory, 
FNAL=Fermi National Accelerator Laboratory 
（Fermilab）, SLAC=Stanford Linear Accelerator 
Center （現 SLAC 国立加速器研究所）および KEK]
所長を含む。

25 年間（1979 ～ 2005 年）の主な実験リスト
	 （実験代表者は初代のみ記名）
1. コライダー実験
• FNAL/ 陽 子・ 反 陽 子 衝 突 型 加 速 器 TEVA-
TRON における CDF 実験（近藤都登；筑波大）

• BNL/ 重イオン衝突型加速器 RHIC における 
PHENIX 実験（永宮正治；東大）

• SLAC/ 電子・陽電子衝突実験（PEP4/ 釜江常好；
東大、SLD/ 阿部浩也；東北大）

• TRISTAN に お け る AMY 実 験（Stephen 
Olsen； U. Rochester）

2. 固定標的実験
• FNAL/Drell-Yan 過程実験（E605：三宅弘三；

京大）
• FNAL/K メソン崩壊実験（KTeV：山中卓；阪大）
• FNAL/ タウニュートリノ検出実験（DONUT：
丹羽公雄；名大）

• BNL/ ニュートリノ・電子衝突実験（E734：長
島順清；阪大）

• BNL/K メソン稀崩壊実験（E787：杉本章二郎；
KEK、KOPIO ：笹尾登；京大）、

• SLAC/ ストレンジ粒子探索実験（LASS：梶川
良一；名大）

3.  泡箱実験（BNL、FNAL、SLAC）（北垣敏男；東
北大）

4.  宇宙実験：ガンマ線検出器（GLAST）（大杉節；
広大）

5.  測定器 R&D：B-Factory 測定器、太陽ニュー
トリノ、多層シリコン電磁カロリメータ、デー
タ収集システム、ピクセル検出器等々

6.  加速器 R&D：リニアコライダー技術、超高性
能蓄積リング、大強度陽子加速器、偏極陽電子

高エネルギー物理学における日本文部省（現�文科省）米国 DOE 間の実施取り決め調印式．（高エネルギー物理学日米科学技術
協力事業 30 周年シンポジウム、p.�17 より再掲）
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ビーム、ミューオン冷却、プラズマレンズ開発
等々。

7.  LBL/Particle Data Group （小 柳 義 夫；KEK → 
日笠健一；東北大）

4.	成果 1：最初の 10年間
　日本国内における高エネルギー物理学の本
格 的 実 験 研 究 は、KEK 陽 子 加 速 器（Proton 
Synchrotron: エネルギー 12 GeV、以下 12 GeV PS 
と略称）の稼働開始（1976 年）とともに始まった
と言ってよいが、これは世界の趨勢に 20 年遅れて
いた。1986 年にはエネルギーフロンティアの 
TRISTAN が稼働開始するのであるから、ハード
ウェアとしては 10 年で世界レベルに達する急成長
を成し遂げたわけである。しかし、加速器のフロ
ンティア仕様にふさわしい成果を出せるかどうか
は、ソフトウェアすなわち研究者層の厚みをどれ
だけ充実させられるかにかかっていた。日米協力
事業はまさしくそれを可能にしたのである。
　発足当時、高エネルギー物理学研究の講座を持
つ大学は 5 本の指に入る位で、研究者の大多数は 
KEK に在籍していた。しかし、所内研究者は PS 
の共同利用実験支援と TRISTAN 建設準備で手が
離せず、日米協力実験は必然的に大学関連、それ
も一部のエリートでなく全国の大学研究者が担う
ことになったのである。予算は一括して KEK に下
ろされたものの、一旦プロポーザルが認められた
後は、各大学の実験代表者が自由に使うことがで
き、KEK は会計事務の裏方に徹してサポートした。
日米合同委員会で採択した研究テーマは、米国の
各加速器研究所長が厳選した上に合同委員会でお
墨付きを与えた旗艦プロジェクトであったから、
協力相手のレベルも世界のトップクラスであった。
両国の制度や会計年度の違いから初期の予算執行
にはトラブルが続出したが、米国側のサポートも
あり何とか乗り切れた。当時の苦労話は今となっ
ては懐かしい思い出である。
　研究者の鍛錬という観点からは、若者を最先端
の実験テーマ・技術を持つ世界最強チームに編入
して、協働させたのであるから、オリンピック選
手強化プログラムも顔負けの強力なトレーニング
プログラムであったといえる。1979 〜 2002 年ま

での間の、日米協力事業による学位取得者数が 171
名、国際会議発表数 654、発表論文総数が 1,001 に
も達したことは、研究内容の幅広さと深度を雄弁
に物語っている 2)。
　また、巨大科学であっても、共同利用研の十分
なサポートがあれば、大学でも活発な研究活動が
可能であることを示したことは、大学にとって大
きなインセンティブとなった。統一理論とかビッ
グバンなどの夢のある学問を国際的な場の中で行
えることは、優秀な若者にとり大きな魅力であり、
大学としてもぜひ門戸を開いておきたい分野だか
らである。

5.	成果 2：次の 15年間
　最初の 10 年間で日本グループは急速に力をつけ
るとともに、TRISTAN など海外研究者にも魅力あ
る研究施設が国内で建設されるようになった。加
速器も巨大化し、陽子・反陽子、電子・陽電子、
電子・陽子コライダーや固定標的実験のための高
強度陽子加速器など、加速器種の国別住みわけが
行われるようになった。力を付けた日本人研究者
の多様化したニーズを満たす受け皿として、日米
協力事業にも新たなテーマが加わり、原子核物理
（PHENIX）や宇宙物理（GLAST・太陽ニュートリ
ノ）など多様化も図られた。また、リニアコライダー
技術 R&D の成果は、ILC （International Linear 
Collider） 建設の日本誘致に関して、各国の賛同を
得るのに大きく貢献した。
　日本国内における最初の大掛かりな日米協力実
験は、TRISTAN における AMY 実験である。ロチェ
スター大学教授 S. Olsen の下、米・日・韓・中・
フィリピン合同チームがユニークな実験を進めた。
2000 年ころには、KEK 12 GeV PS で、K 崩壊実験
（E246, E391a）、ニュートリノ振動実験（K2K）など、
日米協力事業の枠外でも多国籍の大型国際協力実
験が始まり、その系譜は J-PARC に受け継がれて
いる。20 年遅れてスタートした KEK がここまで
急成長できたのも、国際化の波に早々と乗れたこ
とが大きく寄与しており、先人の洞察力と努力に
は頭が下がる思いである。

2)　日米科学技術協力事業（高エネルギー物理学）第 4次評価報告書。
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　内なる国際化の原点として、私は、1971 年の 
KEK 発足時、加速器建設のアドヴァイザーとして 
Th. Sluyters、L. Teng 等が、KEK に長期滞在した
ことをあげたい。子供たちが地元の小学校に通っ
たこともあって、青い目の研究者として週刊誌の
グラビアに載ったほどであるから、内なる国際化
も KEK が先導して急速に発展したと誇ってよいの
ではなかろうか。

6.	2005 年以降
　2000 年には BNL 陽子加速器が重イオン衝突型
加速器（RHIC）の入射器に転用されて高エネル
ギー物理実験施設としての使命を終え、SLAC は
重心が放射光施設にシフトした。2011 年 9 月には 
Fermilab の TEVATRON が運転を終了したことに
より、米国の加速器はエネルギーフロンティアか
ら撤退した。こうした状況を背景にエネルギー協
定も 2005 年で終了することになり、高エネルギー
物理学の日米協力事業は、非エネルギー協定（後
述）の後身である「科学技術における研究開発の
ための協力に関する日本国政府とアメリカ合衆国
政府との間の協定」（1988 年 6月締結）の下に移さ
れることになる。2017 年からは DOE 内にも日米
協力事業の予算枠が設置され、マッチング方式 3) に
よる日米双方での共同公募が行われることになっ
たものの、予算は双方から年額〜 3 億円ずつ程度
の規模に縮小され、テーマも R&D が主となった。
このほかの日米協力支援事業としては、調査旅費
支援プログラムや日米の大学院生が希望する研究
機関に滞在して研究を行うことを支援する“Ozaki 
Exchange Program”なども設けられた。
　ただし、エネルギー協定がさらに継続し大型化
する可能性がなかったわけではない。1987 年に認
可された SSC （Superconducting Super Collider） 
加速器の建設協力を求めて、DOE のムーア副長
官が海部首相あてのブッシュ大統領親書を携えて
1990 年 5 月に来日したのである。巨額の資金投与
を含む提案であったが故に、日本では大きな社会
問題となった。しかし、あまりの巨額さ故に米国
内でも政治問題化し、建設開始後 5 年を経て予算

3)　 これまでは、米国側は特に特別予算枠を設けず、日米合同委員会で
採択されたプロジェクトに、すでに米国で割り当てられていた額を
もって日米協力額に充当するとしていた。

も 30% 近く使った後であるにもかかわらず 1993
年 10 月中止となった。日本側は 100 名程度の研究
者グループが SSC 実験に備えて準備中であったが、
中止後は CERN の LHC に向かうことになる。こ
の辺の事情は近藤敬比古氏の話に譲る。

7.	総括と問題点
　日米協力事業最大の意義は、日本の高エネルギー
物理学が未熟で一線の研究が国内では不可能で
あった時期、そして 10 年たって日本の研究レベル
が向上し世界の一線に並んだ後は、加速器の大型
化にともなう国際的なすみわけにより最先端研究
が必ずしも国内施設のみでは賄い切れなくなった
状況にあって、常に日本の研究者に最先端のフロ
ンティア物理を追求する機会を与えてくれたこと
にある。
　ただし、研究者 1 人当たりの研究費が他分野に
比べ突出していたことで、個々の研究テーマの成
果に対しては当然厳しい目が向けられた。各実験
の準備段階およびハードウェア・ソフトウェアの
立ち上げ段階においては、日本グループはおおむ
ね大活躍するのであるが、実験が動き出し解析段
階に入ると力負け・位負けすることが特に大グルー
プで顕著であった。この原因は個々の研究者資質
の問題というよりは、研究者の圧倒的な層の厚さ
の違い（例えば CDF では米国側参加者〜 350 人
に対して日本側は最盛期でも常駐〜 10 人）に加え
て、シニアレベルスタッフが常駐してグループを
率いることができないという組織の問題にあった。
シニアスタッフの長期滞在が困難なことは、日本
の大学における構造的問題と言える。このための
方策としては、複数講座の協力による講義の肩代
わりや、施設・センターを設置して専任スタッフ
を派遣する、あるいは事業分担範囲を日本の得意
技に限定するなどの方法が考えられるし、実際に
それを実現できたグループが高い評価を得たのは
偶然ではない。しかし、日本の官庁では人員枠の
制限がことのほか強い。研究費で現地要員を雇え
ない会計制度の不備、設備費に対する旅費枠の少
なさなどは従来から指摘されていた問題であるが、
高エネルギー物理学のような分野では特に厳し
かったと言える。
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8.	そもそもの発端
　結果的には大成功に終わった日米協力事業であ
るが、そもそもなぜこれほどの大規模な国際協力
が、しかも学問的には未熟な高エネルギー物理学
分野において始めることが可能であったのであろ
うか？それまでの学術における日米協力は、学術
振興会（JSPS）と全米科学財団（NSF）の間で行われ
ていたが、年間予算 2 億円規模の事業であった 4)。
日米協力事業は年間 15 億円もの予算を 10 年間、
それも 1 つの分野に集中して与えるのであるから、
実現したこと自体奇跡といっても良い。これには
当時の日本を取り巻く国際的政治環境が有利に働
いたという側面がある。
　その政治環境とは、1973年に始まるオイルショッ
クと 1970 年代に浮上した日米貿易摩擦である。
カーター大統領はオイルショックを受けて、エネ
ルギー危機対策を戦争回避に次ぐ重要政策と位置
付けていた。着任（1977 年 1 月）直後、エネルギー
問題の国家危機宣言を発し、8 月にはエネルギー
省（DOE5)）を設立する法律に署名、10 月 1 日に
は始動させてエネルギー対策の強化を急いだ。他
方、アメリカの日本に対する過大な貿易赤字に伴
う反日感情の高まりを和らげるために、福田首相
は貿易黒字をアメリカに還元させる方策を模索し、
着任（1976 年 12 月）後、〜 40 人からなる日本人
買い付け使節団を米国に送り投資先を探させてい
る。1978 年 5 月福田首相はワシントンを訪問し、
“21 世紀の新エネルギー源開発を目指す大規模共
同事業 ”をカーター大統領に提案した（福田イニシ
アティブとして知られる）。これは日本が戦後初め
て国際舞台で主導権を発揮した姿勢の変化として
驚きをもって迎えられ、また大いに歓迎もされた。
当初の福田提案は、新エネルギー源の開発研究に
長期的に〜10億ドルを投資するというものであり、
重点項目として核融合と光合成による太陽エネル
ギー利用が挙げられた6)。これに応えて DOE は、石

4)　 池田 - ケネディ会談（1961 年 6 月）に基づいて設置された「科学
協力に関する日米委員会」に始まる。

5)　 DOE （エネルギー省）の前身は原子力委員会（AEC）を引き継いだ
エネルギー研究開発庁（ERDA）。

6)　 オイルショックを機に通産省（MITI= 現経済産業省）のもとに資
源エネルギー庁が組織された。アメリカ側の要望により 1974 年に
は新エネルギー源開発研究協定を結び、地熱・光合成・石炭液化燃
料などの共同研究を始めた。しかし、はかばかしい成果はなく1978
年に自然失効した。日本側が協定のための特別予算枠を作らず平常
予算枠内で処理したことと、原子力エネルギーにしか興味がなく、

炭液化・地熱利用・高エネルギー物理学その他を
も含めるように要請した。
　問題はここである。エネルギー開発における日
本の管轄官庁は科学技術庁（STA：当時は総理府直
轄）もしくは資源エネルギー庁であり、純学問で
ある高エネルギー物理学は扱わない。米国では歴
史的な理由 7) で、核融合や石炭液化などと同じく 
DOE の管轄ではあったが、双方で十分に練ったボ
トムアップの提案であったならば畑違いの分野が
入ることは難しかったろう。突然の福田提案に対
し、DOE 首脳部はとりあえず範囲を広げておいて
実施項目は後でじっくり議論すればよいと考えた
のではなかろうか？ 高エネルギー物理学の意味を
外務省通訳が理解せず、新型の高性能エネルギー
源と訳したので福田首相が OK したという話もあ
る。
　ともあれ、これを絶好のチャンスと見た日米の
高エネルギー物理学研究者は素早く動いた。緊密
な連携プレーの下に、本来は新エネルギー資源開
発のための科学技術協力協定の中に高エネルギー
物理学を押し込んだのであるが、その過程には外
交交渉にはつきものの離れ技があり綱渡りがあっ
た。協定の枠組み素案は、まず 9 月 4 〜 5 日に東
京で行われる日米の専門家による各部会で作るこ
とになったが、会議開始時点では高エネルギー部
会を作るかどうかは未定であった。文科省の応援
と 8) DOE の要求が相まって第 4の部会としてよう
やく設置されたのである。部会のアメリカ側専門
委員は L. Lederman （Fermilab （次期）所長）、S. 
Ozaki （BNL）、日本側は西川哲治（KEK所長）、山
口嘉夫（東大）であった。Lederman は、他の部会
がなかなか合意に達せず喧々諤々の議論をしてい
るのに、優先度が低くにわか設置の高エネルギー
物理部会が 2 時間余りで早々と素案をまとめたこ
とに、共同委員長の DOE の Deutch は苦虫をかみ
つぶした表情であったと回顧している 9)。

他のテーマへは緊縮財政の名のもとに予算を十分に処置しなかった
ことが原因であった。福田イニシアティブはこれの復活強化版と言
える。

7)　 原子爆弾のマンハッタン計画はオッペンハイマー , フェルミ等当時
の高エネルギー物理学者が主導した。

8)　 タイミングよく高エネルギー物理学国際会議が東京で開かれており
（8月 23 〜 30日）、南部陽一郎・尾崎敏他来日していた著名な在米
日本人科学者と首相の私的会談を設けた。

9)　 Science In Japan: A Symposium Sponsored by JSPS, Washington 
Office, NSF, etc. 1996, p. 23-30.

国際協力（日米協力事業）
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　では DOE の高エネルギー物理部を動かした動
機は何であったのだろうか？ まず、DOE は改組
昇格直後であり、組織として高揚感があったであ
ろう。担当官僚の言 10) によれば、高エネルギー物
理学の日米協力には 1950 年代後半以来の長い歴史
があり、日米研究者間には高度な信頼関係が存在
したことに加え、東京銀行の Azuma11) なる人物が
1978 年 3 月に DOE と管轄の加速器研究所を訪れ
て、日本の余剰ドルを基礎科学に還元できないも
のか議論したことがきっかけとある。前者につい
て言えば、KEK の西川所長は、以前 BNL に長期
滞在（1964〜 1966年）してアメリカの各加速器研
究所長とは旧知の間柄であった。また、近藤都登
（筑波大）が小規模ながら JSPS-NSF のチャネル 4）

を使って BNL で日米共同実験を既に始めており、
1977 年には Fermilab を訪問し、まだ計画段階で
あった CDF 実験グループの創立者 A. Tollestrup 
と共同研究の可能性を話し合った事実がある12)。後
者について言えば、日本との貿易競争激化の結果、
研究開発投資が企業に吸い込まれ、本来の基礎研
究予算が不足がちであったというアメリカ国内の
事情がある。日本の基礎研究ただ乗り論もあって、
基礎研究予算に日本の資金を呼び込もうとする動
きは、米政府内にかなり強い底流として存在した。 
その証拠にカーター大統領は、福田提案をエネル
ギー以外の分野にも広げるよう強くかつ繰り返し
何度も要請したのであるが 13) 14)、日本側は大平首
相に変わったこともあり巨額投資の範囲を大きく
広げることには消極的であった。結局エネルギー
以外は切り離して、エネルギー協定に 1 年遅れて
1980年 5月にもう1つの日米科学技術協力協定（通
称非エネルギー協定 15)）として結実する。ここでも
高エネルギー物理学は皮一枚で首がつながってい
10)　 B. Hildebrand: 高エネルギー物理学日米科学技術協力事業 30周年

記念シンポジウム、2010、p. 7。
11)　先に述べた福田首相により派遣された買い付け使節団の 1人。
12)　K. Kondo.; 10） に同じ。p. 19。
13)　 The U.S.-Japan Science and Technology Agreement; A Drama in 

Five Acts, Cecil H. Uehara, 2000.
14)　 カーター大統領のこだわりは、非エネルギー協定が、最初のそし

て異例の両首脳による直筆署名の協定であったことに見られる。
エネルギー協定は、園田直外務大臣と Schlesinger DOE 長官の署
名である。

15)　 協定に明記されている分野は生命科学、情報科学技術、製造工学、
オートメーション、地球科学および地球環境、共同データベース
開発、超伝導を含む先端材料等。プロジェクト数は 23項目にも及
び、文科省管轄では、宇宙・中性子散乱・実験動物学・DNA組み
換え・脳研究が入っている。

たのである。
　額が重要であったことは、文科省役人が交渉で
決して予定予算額を口にしなかったことに対して 
DOE がいらだち、予算規模も不明なままでは協定
に含める理由がないと、交渉があわや決裂しかけ
たことからもうかがえる 16)。初年度（1979 年）予算
が 2.1 億円と決まったときは真に落胆したらしい。
これは決定以前の額の明示を嫌う大蔵省に対する
忖度であり、次年度予算提出期限を過ぎていたた
め多額の予算計上は不可能という事務上の問題で
あった。しかし、少額でも認めたことは後戻りで
きない一線を越えたシグナルであったので、とに
かく 1 年は待つようにと日本側は必死に説得した。
些細な慣行の行き違いが外交交渉をだめにしかね
ない瀬戸際であった。

8.	後日談
　福田・カーター会談で提案されたテーマの内、
地熱は早々と姿を消した。石炭液化事業はアメリ
カ側の強い主張で重点項目に入り、後にドイツも
参加したにもかかわらず、大統領がレーガンに代
わるとご破算になった。核融合共同研究は日本側
こそ熱心であったが、米側は各グループ間の勢力
争いがあり、プロジェクトテーマの位置づけが不
安定で、大型共同研究には発展しなかった。最初
の 5 年間は主に人の交流でそれなりの成果を上げ
たが、JT60 が始まり重点は日欧にシフトした。光
合成は岡崎の基礎生物学研究所が担当したが、大
規模の協力にはならなかった。
　非エネルギー協定は、米側は大統領科学顧問の
トップダウンで仕切られ、日本側は受け皿が外務
省であったため、多岐にわたるプロジェクトや各
省庁の要請を十分に整理しきれなかった。また赤
字財政に転じた日本側の消極姿勢もあり、はかば
かしい成果があまり出ず、アメリカ側の失望は大
きかった。しかし、大統領直筆の協定とあって、
簡単につぶしてはメンツにかかわる。結局互いに
本音をぶつけ合い、紆余曲折の末、1 回だけ 3 年延
長した後に大幅に改定して、しかし名前はそのま
ま残して「科学技術における研究開発のための協
力に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との

16)　山口嘉夫：私的交信。

第２章　研究プロジェクトからみた歴史



KEK創立 50 周年記念誌 231

間の協定」（1988 年 6 月締結）として継続するこ
とになった。これが、（細かな修正は別として）今日
まで続くいわゆる“日米科学技術協力協定”である。
　結局、21 世紀の新エネルギー源開発の共同研究
という当初の発想から、科学技術全般にまで広がっ
た日米間の（初期における）科学技術研究開発協力
事業は、政府や当事者の思惑がからみ、アメリカ
側の要求とはミスマッチで、大型事業として発展
したのは高エネルギー物理学のみであった17)。エネ
ルギー協定が 3 回も延長されたのは、実質的には
高エネルギー物理のためであったことは皮肉な結
果といえる。利害対立の起こり難い学術研究であっ
たからこそ成功もし、協定締結者の面目も保たれ
たのである。国際協力は、当事者に熱意があり、
双方に強力なプロジェクト指導者がいなくては成
功しないという教訓であろうか。

17)　宇宙を入れないと多分不公平となるが、詳細に触れることはこの
稿の趣旨にそぐわないので割愛する。
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ヒッグス粒子を発見した 
国際協力 LHC 

近藤 敬比古

1.	トリスタン後の将来計画論争
　1980 年代はトリスタン後の計画を立案・議論す
る時期でもあった。素粒子物理学は新しい素粒子
の発見によって飛躍的に進展してきた。未知の素
粒子はより重い質量を持ち、質量方程式 E=mc2 に
従えばより高いエネルギーが必要である。事実新
素粒子の発見は、ほとんど最高エネルギーの加速
器によってもたらされてきた。しかし最高エネル
ギー加速器の実現には膨大な予算と土地と技術と
人力が要る。
　1983 年に平林洋美実験企画室長の音頭で将来計
画の議論が始まった。その後、高エネルギー同好
会（後の高エネルギー研究者会議）の下で将来計画
委員会に引き継がれ、1987年に日本の高エネルギー
将来計画が答申された。優先度順に
　1. e-e+ リニアーコライダーを日本で建設する。
　2. 国際協力で陽子コライダーに参加する。
　3. KEK-PS で高頻度固定標的実験を遂行する。
であった。リニアーコライダーでは強い電場勾配
の加速空洞開発が前提であり、陽子コライダーは
技術的には可能だが膨大な予算が必要であり、か
つ 1 回の衝突で生ずる二次粒子数が数百個以上と
なり新粒子を発見するのは a needle in a haystack 
と揶揄された。日本の高エネルギー研究者間では
意見が真っ二つに分かれ、喧々諤々の議論の末に
上記の答申にたどり着いた。

2.	国際協力による	SSC	計画参加と挫折
　一方米国では周長 87 km の SSC 計画が、欧州で
は CERN の周長 27 km の LEP トンネルを使った 
LHC 計画の議論が進んでいた。どちらも陽子衝突
型コライダーであり超伝導電磁石を使う。1984 年
に KEK で開かれた ICFA （将来加速器のための国
際委員会）会議では SSC 計画と LHC 計画が火花
を散らした。CERN は日本の高エネルギー分野に 
LHC 参加を強く求め、SSC 計画への参加を目指す
日本の研究者と鋭く対立した場面もあった。

　米国では 1989 年にテキサス州ワクサハッチに 
SSC 研究所が発足した。高エネルギー物理部の十
数名を中心に日本の研究者は SDC 実験グループに
参加し、日米科学協力事業による財政的支援の下、
実験装置の設計と超伝導ソレノイド、ミューオン
検出器、ASIC 開発、ソフト、液体アルゴンカロリ
メターなどに携わった。並行して加速器部門でも
超伝導電磁石の開発が東芝、古川電工などの企業
の協力で進められた。
　米国は SSC 計画を単独で発足させたが、日本に
計画への参加を求めてきた。1991年 10月の日本学
術会議主催の討論会には S. Weinberg, S. Glashow 
らノーベル賞受賞者が来日参加し SSC が物理学史
上でいかに重要かを強調した。米国政府は日本に
総額 1000 億円の SSC 建設協力を要請し日米間の
政治問題となった。1993 年 4 月の宮沢首相の訪
米時には、日米貿易摩擦の圧力を弱めるため日本
が SSC 計画に参加する用意をした形跡があったが
米政府内では代償としては小さすぎるとして日本
の SSC 参加は合意には至らなかった。SSC は当初
4000 億円相当だった総工費が 1 兆 2000 億円以上
にふくれあがった。1993 年 10 月に米国議会で建
設中止が決定された。地下トンネル 87 km のうち
27 % まで掘削が進んでいた。

3.	LHC 計画への参加と日本政府の決断
　SSC 計画に参加した KEK の研究者は、CERN 
の LEP 実験 OPAL グループに参加していた東大と
神戸大と共に LHC 計画アトラス実験チームに参加
することを決めた。
　1995 年 6 月の CERN 理事会に与謝野馨文部大
臣が出席し、日本が LHC 建設資金 50 億円を拠出
することを宣言した。その後 2 回にわたって追加
資金を送り建設協力は計 138.5 億円となった。
　1990 年代前半には CERN と欧州は LHC 計画の
承認に苦しんでいた。ドイツとイギリスが予算不
足を理由に抵抗したためである。日本は CERN 加
盟国以外の国として最初に LHC 計画への参加を決
めたので、大変歓迎された。この後ロシア・インド・
カナダ・アメリカも LHC 建設参加を決めたので全
世界の計画となった。
　KEK は LHC 加速器の超伝導四極電磁石を開発・
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製造した。1995 年からヒッグス粒子発見までの 17
年の間に KEK で行われた加速器とアトラス実験装
置の建設を主に記す。

4.	KEK	が製造した加速器用四極超伝導磁石
　LHC 加速器の衝突点前後に設置される収束用四
極超伝導電磁石 MQXA 16 台（6.4 m長）の製造を
KEK が担当した。超伝導低温工学センターの新冨
孝和、山本明、土屋清澄を中心に機械工学センター・
加速器研究施設が参加し 1996 年からスタートし
た。設計、製作治具、部品、1 m モデル磁石の試作・
性能評価はすべて KEK で行った。3 号機からは東
芝の技術者も参加し技術移転を行った。図面はも
ちろん油圧プレス、計測機器、高精密打ち抜き金
型などは KEK から支給、貸与された。東芝京浜事
業所での実機生産は 2001 年 6 月に開始され 3 年か
かった。製造された実機磁石は順次 KEK に運ばれ
第 4 低温棟の 9 m 縦型クライオスタットで冷却、
励磁試験を行った。磁石 1 台当り冷却試験に約 1.5
か月必要でその前後にも常温試験も行ったので、3
年間は明けても暮れても MQXA 磁石の試験を行っ
ていた。11〜14 号機ではクエンチ特性の悪化が見
つかり冷や汗をかいた。2004 年までにスペア機を
含む全 20 台の生産が完了した。磁石は試験完了後
に Fermilab でクライオスタットに組み込まれた後 
CERN に輸送され 2006 年に LHC トンネルへ組み
込まれた。2008 年 4 月 24 日に定格運転電流以上
の通電に成功した。詳しくは文献 [1] にある。

5.	ミューオントリガーワイヤーチェンバー製造
　これほど大量のワイヤーチェンバーの製造を 
KEK いや日本で成し遂げたことはなかった。おそ
らく今後もないかもしれない。アトラス実験装置
の前後方に設置されたトリガー用ミューオンチェ
ンバーは総計 3600 台で日本・イスラエル・中国で
製造された。日本の分担は 1000 台強であった。富
士実験室ですべてを製造し、神戸大での宇宙線テ
ストを経てから CERN に運搬され、地上で組み立
ててから地下実験室に設置された。
　毎日 2 台のチェンバー製造は流れ作業体制を敷
かなければ不可能である。しかし量産技術の開発
は並大抵ではなかった。張るワイヤー数は 80 万本
もあり、一本も切れたりゆるんだりしてはならな
い。業者と最適な金メッキタングステンワイヤー
の開発を行い、教科書を読んで特殊ハンダを開発
した。アルミハニカムと FR4 板の接着を一様にか
つ迅速確実に行ってチェンバーの平面性を保つ技
術などは、すべて独自で開発した。宇宙線研の横
山千秋氏による技術指導が不可欠だった。
　富士実験室の B4 フロアーを仕切り、数台の石定
盤を設置した。すべての工程を並行して作業した。
作業工程数は 20 を超えた。カーボン塗装・フレー
ム接着・ワイヤー巻き・はんだ付けと洗浄・HV 試
験・接着ダブレットトリプレット製作・HV 試験と
信号確認・信号読出部分の取付・CO2 チャンネル
製作・神戸大へ搬送など。カーボン塗装だけは東大・
信州大・神戸大の大学院生らの協力で月に一度ま
とめて行った。
　1 日 2 台の製造スピードに合わせ 12 名ほどの作
業員は近隣から集めていただいた。女性の方が多
かった。多人数の作業員の指導・管理は物理研究
者とっては未経験でもあり不得手だ。製造現場で
の作業指導や労務管理などは林栄精器さんに派遣
して頂いた現場リーダーにお願いでき何とか成功
した。それでも 5 年の長期にわたる量産作業では、
予期しないようなエピソードの連続であった。家
族を持った主婦の方々による手作業は安定し確実
であることがわかり、このような長期にわたる量
産には大変に有効であった。今でも感謝したい。
　量産中は一時も目を離せない。田中秀治は毎日
早朝から深夜まで富士実験室に缶詰め状態で、自

図 1　超伝導四極電磁石 1�m モデルの巻き線（低温棟）．
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分の 3 号館の居室には年に 1 度くらいしか寄らな
かったと聞いている。詳しくは文献[2]にある。（ス
タッフ：岩崎博行、田中）。

6.	トリガー回路システムの建設
　トリガーチェンバーの読出し回路 32 万チャンネ
ルの設計と製造と現地での設置に至るまで佐々木
修・池野正弘・蔵重久弥（神戸大）らの日本が主導
した。技術開発と設計には 5 年以上を要し、度重
なる渡航と不毛とも思えるほどのイスラエル研究
者との論争や取り合いをも経験した。
　まず初段のアンプでは 10 ns 級の速度が必要な
のに入力容量は数百 pF にもなり CMOS プロセス
では殆ど不可能だ。幸いソニーのバイポーラーが
当時生き残っており、かつ超ローノイズのトラン
ジスターを提供していた。チェンバー本体の量産
に間に合うよう 1999 年までにソニー製チップを 4
個載せたボード 2.5 万台は製造と実装はすべて日
本で行い、安徽省合肥市の中国科学技術大学に送
りその全数を検査した。ゲイン分散は 1.1%、ボー
ド不良率は 0.25% という驚くべき成績を CERN の
会合で発表したら「It’s a SONY !」と言う言葉がか
かった。本番チップとボードを完成させたのはア
トラス実験の中で最初だった。その基板と部品の
アセンブリは茨城県内の中小企業 2 社によるもの
で、その後ともに倒産してしまった。
　膨大なチャンネル数の上、高度に複雑な動作を
数マイクロ秒以内で処理する必要があり、それま
で経験しなかった ASIC （特定用途向け集積回路）
にチャレンジした。会社に設計を依頼すれば百倍

のコストがかかる。全て独自開発の道を選んだ。
当時始まったVDEC （東京大学大規模集積システム
設計教育研究センター）によるローム社の CMOS 
プロセスを用いて、大学院生が設計ソフト VHDL
に苦戦しながらも（中には鬱になって撤退する学
生も） 3 つの ASIC 設計を入力してくれた。
　3 つの自力設計 VLSI 中で最も大変だったの
が、チップあたり 80 万ゲートもある Patch-Panel 
ASIC だった。6 度目の最終版が完成したのは 5 年
後の 2005 年冬だった。度重なる試作と失敗にアト
ラスマネージメントのみならずチップを製造する
ローム社からも叱咤激励を賜り、薄氷の思いでの
完成だった。この ASIC はアトラスの中では最後の
量産 ASIC となった。

図 2　ワイヤーチェンバー 1000 台の量産（富士実験室）．

図 3　�高さ�25�m�のミューオントリガーワイヤーチェンバー
群．ナセルに載った二人が高所作業している（アト
ラス地下実験室で）．TGC� チェンバー（褐色）3600
台のうち 1000 台強が富士実験室で制作された．1300
台の箱（写真の白い弁当箱模様の列）の中には PS ボー
ド回路（総計 32 万チャンネル）が入っている．
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　金額面では 1000 円 /ch と言う目標も開発費も込
みでクリヤーできた。この間に製造した回路基板
は 100 種類以上、現場では 30 種類にも及ぶ。
　長年にわたる設計・建設・設置では大学院学生
の活躍によるところが大きかった。修士論文 31 編
と博士論文 2 編と数え切れないほど多数の学会発
表がなされた。詳しくは文献[3]にある。（スタッフ：
佐々木、池野）

7.	シリコン半導体検出器	SCT	の製造
　1990 年代にシリコン半導体飛跡検出器が急速に
進歩した。放射線に強くミクロン級の精度と大量
生産が可能となった。KEK では CDF 実験のシリ
コン検出器を海野義信・高力孝が手伝ったことが
事始めだった。その数年の技術蓄積をてこにアト
ラス実験に参加できた。海野はモジュールグルー
プのコリーダーを務めた。また放射線耐性を検証
するテスト実験を KEK-PS 含め世界各地で繰り返
した。
　アトラス実験のストリップ型検出器モジュール
は、4 枚のセンサー、読出しハイブリッド基板と放
熱ボードからなる複雑な構造をしている。ワイヤー
ボンディングは 1 台あたり 5000 回もある。設計の
要は 12 個のチップを載せるハイブリッド基板だっ
た。英米案はベリリア（BeO）を使う。しかし毒性
があり切削加工すらやる会社が日本にはなく全く
手が出せなくなる。「ハイブリッド回路基板を獲得
せよ」が日本チームのスローガンになった。ビデ
オカメラなどで当時使われ始めた銅ポリイミドフ
レキシブル基板を使う提案をした。最先端技術だっ
た 4 層基板は、紆余曲折の末工場長に直談判する
ことで、日本メクトロン鹿島工場の試作ラインを
使って何とかできた。フレキシブル基板をパリレン
表面処理した炭素繊維板に貼りつけ、15 µm 幅の
ボンディングパッド 1540 個を焼き付けた 0.2 mm 
厚のガラス基板を接着した。多くの治具をつくり
接着・部品実装・チップ 実装とボンディング・試
験など全て自力で行った。日本の部品技術の結晶
みたいであった。試作品の性能をグループレビュー
で高く評価されて 1999 年 12 月に正式採用された。
他国のモジュール試作品に比べ日本が持ち込んだ
高力モジュールは断然美しかった。自分たちで出

来るものはメーカーに頼らないで何でもやるもの
づくり姿勢の完璧な勝利だった。2000 年から 2005
年にかけてハイブリッド回路基板 2600 台を量産し
て英・米などに供給した。
　次の難関は日本が担当するモジュール 1000 台
の製作だ。複雑で高精度なモジュール組立法では、
治具も含めて日本独自に開発した。結果は米・英
などと比べほぼ半分の 2 ミクロンの精度を達成で
きた。しかしワイヤーボンディング数は総計 500
万回にもなり、こればかりは自前ではできない。
やっと探しあてたのが宇都宮にあるセイコープレ
シジョン事業所だった。工員は手先が器用で実装
のプロぞろい、ボンディングマシンも何十台もあっ
た。さらにチップのダイシングまでやってくれた。
この事業所の発見は幸運としか言えない。

図 4　シリコン半導体検出器の試作品検査（富士実験室）．

図 5　�KEK の設計が採用されたシリコン半導体検出器．
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　ボンディングを含むモジュール組立はこの会社
と浜松ホトニクスで行ったが全ての部品から組立
治具まで全ては KEK が支給した。部品支給が遅れ
ればモジュール量産はすぐストップする。自動車
量産の大変さが身に染みて分かった。
　2002 年〜2005 年は、出来てきたモジュールを 
KEK で順次徹底した検査や加熱冷却熱試験を行な
い、後にイギリスに空輸した。オックスフォード
大での据付けでは KEK が製造したロボットが使
われた。その後アトラス実験装置に据え付けられ
2007 年から実験が開始された。放射線を受け続け
た 10 年後でも 99% の稼働率である。詳しくは文
献 [4] にある。（スタッフ：海野、寺田進、池上陽一、
高力、氏家宣彦、近藤）。

8.	時間デジタル変換チップの発明と製造
　1984 年に SSC Snowmass Workshop に参加して
いた大杉節（広大）と新井康夫は CMOS メモリー
の書込みタイミングをセル毎に遅らせて時間差を
デジタルに変換するアイデア（特許）を出し Time 
Memory Cell と名付けた。相模原の NTT 研究所に
通って 1990 年に最初の LSI チップを作ることに成
功した。CMOS メモリー間の遅延時間を正確に一
致させるためにPLL （位相同期ループ）回路を導入
した。設計では 10 万個のトランジスタの図形を全
て手で入力した。KEK で作られた初めてのLSIだっ
た。D0、Phenix、H1 実験に使われた。月周回衛
星かぐや（2007 年〜2009 年）で使われた。水星探
査衛星に載っている chip は 2024 年に水星にたど
り着く。自動車の衝突防止や質量分析にも役立った。
　この発明をアトラス実験の 40 万本のミューオ
ン飛跡ドリフトチューブの時間測定に応用した。
約 40 万個のゲートを含んだ VLSI チップは東芝
の 0.3 µm CMOS で作られた。250 ps の時間分解
能を持ち不感時間無しで直線性抜群の性能だった。
詳しくは文献 [5] にある。（スタッフ：新井）。

9.	Geant4	の誕生と宇宙・医学分野への展開
　ジアント 4 （Geant4）は粒子が物質を通過すると
きの振舞いをシミュレートするソフトウエア体系
である。

　1996 年に 3 号館で開かれたソフトウエア国際会
議に参加していたら、休み時間に CERN の研究者
らに突然囲まれてお礼を言われて驚いた。CERN 
で新しいソフト開発を考えていたところ、1994
年 4 月の米国での国際会議で KEK も同様の計画
を持っていたことがわかり、Geant4 開発を KEK-
CERN で共同開発を発足させて、その後の大きな
推進力になったという。大型実験には多人数によ
るソフト開発と維持まで考えた方法論と体系化が
必要だ。FORTRAN では基本的限界があるので 
SSC 計画に参加していた尼子勝哉、佐々木節らは、
オブジェクト指向技術に目を付け研究を始めてい
たのである。
　KEK-CERN 間で始まった Geant4 の共同開発
では、世界各地に分散した開発者が並行してソフ
トを開発しかつ長期にわたって維持し発展が可能
なように様々な設計と工夫が施された。福井大
や神戸大らも加えた日本グループは Tracking や 
Persistency など重要な部分を担当した。精密な放
射線と物質の相互作用のみならず抜群の幾何学的
性能も備わっている。オープンソースなのでソー
スコードは見える。ある部分を見たら制作者とし
て Katsuya Amako, Sasaki Takashi と名前があっ
た。1998 年 12 月に Geant4.0.0 は公開された。
LHC の 4 実験チームに直ちに使われ始め、暫くし
たら世界の全高エネルギーの標準ソフトとして欠
かせないものに成長した。放射線シミュレータで
世界一普及している。分散するエキスパートによ
る Geant4 コラボレーションも結成され、機能拡張
と保守が現在も継続している。

図 6　KEK 初の�VLSI�の�TMC1004．
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　KEK グループは Geant4 の医学への応用を進め
た。陽子線治療センターや癌治療などでも使われ
はじめ、講習会を開けばすぐ満杯になるほどだ。
人工衛星と宇宙分野や半導体製造、DNA 損傷の研
究などにも使われている。詳しくは文献[6]にある。
（スタッフ：尼子、渡瀬芳行、佐々木、村上晃一）。

10.	アトラス超伝導ソレノイドの設計と建設
　KEK が基本設計から製造・輸送まで全てを担当
した。この成功は1980年代から平林洋美門下で育っ
た超伝導・低温技術のプロ達の力の結晶と言って
もよい。山本はトパーズ、バルーン実験、SSC を
通じて、物質厚さが極力少ない超伝導磁石を追及
してきた。コイルが薄いほどエネルギー測定の精
度が向上するからだ。山本が発案したコイル内巻
法はアトラス実験の要求にぴったりだった。強化ア
ルミ安定化超伝導ケーブルも利用できた。さらに
物質量を少なくするため液体アルゴンカロリメー
タとクライオスタットを共有することになった。設
計では容器内の領域争いでは激しく対立した。
　実機製造の 1 年目分を入札したら想定外の
Oxford Instruments 社（英）が落札してしまった。
交渉中に全く違うコイル巻き法を提案されたが拒
否した。コイルを巻くアルミ外筒はスイスの小会
社が作ったが、納期は半年も遅れた上歪んでいた。
2年度目からの製造は東芝が請け負ってくれた。
　巨大な旋盤が何台もある京浜工場の片隅でコイ
ル巻きが 1999 年に行われた。硬い超伝導ケーブル
を縦方向に曲げながら内側から外筒に押し付けて
接着した。キュアーも無事に済んだ。
　コイルは最終的には液体アルゴン容器の内筒部

に乗る。コイルを CERN に運んでから液体アルゴ
ン容器に挿入設置するとなると時間・人・金（1 億
円！）がかかる。液体アルゴン容器は米国 BNL が
担当したが、TRISTAN 計画で高エネルギーと縁
ができた川崎重工が落札し、ちょうど播磨工場で
その製造が進行していた。そこでコイルを試験す
るための仮内筒を実機と同じ設計で作っておき、
それを川崎重工製の本番内筒と交換しておけば、
CERN での据付作業は全て省けることを思いつい
た。資産管理上や安全面で猛烈に反対されたが、
関係先を説得して走り回り CERN・KEK・BNL 三
者間合意書に署名してもらった。2000 年 6 月に横
浜神戸間で仮と実機内筒の物物交換に成功した。
　ソレノイドに付随する液体ヘリウム冷凍機（チム
ニー）は運転場所の欧州の規定に従う必要がある。
冷凍システムの設計を担当した土井義城は日本と
全く違うフロー図の記号や表示をゼロから勉強し
た。コイルは実機内筒に設置したのち、励磁試験
が京浜工場で行われた。槙田康博・川井正徳らは 2
週間も京浜工場近くの安宿に泊まり込み東芝での
試験を支援した。2000 年 12 月 26 日の深夜に設計
を越える 8400 A の励磁に成功した。すぐそばの海
から工場内に吹いてくる風が冷たかった。
　ソレノイドや冷凍機一式はインド洋・大西洋・
ライン川経由で 2001 年 9 月に到着した。CERN 
での開梱式にはマイアニ CERN 所長はじめ平林さ
んにも参加していただいた。アトラスの中で最初
に CERN に着いた完成システムだった。あまりに
早かったので 3年間テントハウスで眠らされた。

図 8　�アトラス超伝導ソレノイドの初励磁成功（東芝京浜
工場）．

図 7　�Geant4 プログラムの各所に制作者名が載っている．
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　2004 年 1 月にようやく液体アルゴン低温容器に
ソレノイドが挿入された（動画 ）。山本・土井・
槇田・川井・近藤良成らも CERN に行き挿入作業
を支援した。緊張の作業現場では 5 種の言語が飛
び交ったが、スムーズに和気あいあいで作業でき
た。2006 年 8 月には地下の最終位置に設置され定
格を越える 8 kA の励磁に成功した。

11.	KEK 管理部によるサポートほか
　上記の他に ATLAS 実験には KEK からトリガー
（徳宿克夫、長野邦浩）、DAQ（安芳次）、イベント
生成ソフト（神前純一、尾高茂）、物理（津野総司）
にも参加した。
　建設期のあるとき管理部のある部長から「過去
の KEK 運営協議会の議事録を調べたのですが、
LHC とかアトラス実験が一つも載ってないのです
が」とのご指摘を受けた。予算獲得や CERN との
交渉は文部省側からの強い要請で実現した経緯が
あり、KEK の正式プロジェクトではなかった。そ
れにも関わらず、国際協力課や契約課など KEK 管
理部による強力なサポートのお陰で、長い年月に
わたる LHC 国際協力が成功した。また素核研アト
ラスグループの秘書として複雑な事務処理を進め
てくれた野堀民子、朝日恵美、本田由子各氏に感
謝する。

12.	歴史に残るヒッグス粒子の発見
　2010 年 4 月から LHC 実験が始まった。そして
2012 年 7 月 4 日にアトラスと CMS でヒッグス粒
子を発見したと CERN が発表した。そのニュース

は直ちに世界を駆け巡り、翌朝の世界の主要新聞
のトップを占めた。素粒子物理学の世界で待ちに
待った歴史的発見であった。
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JLC （ILC）、原子核研究所併合、 
国立大学法人化など

菅原 寛孝 
KEK 名誉教授

1.	TRISTAN の後始末
　私が高エ研所長、機構長としてコミットした主
な事業について述べたいが B-Factory や J-PARC 
については既に Progress of Theoretical Physics 
（Vol. 122  No. 1 July 2009, p. 37）、物理学会誌
（2011 年 1 月号）にそれらの経緯について書いて
あるのでそれらについては、そちらを参照させて
いただきここでは省略する。その他の主な事業と
しては JLC （ILC）や核研併合、法人化などがある
のでその経緯について思いつくままに述べさせて
いただく。ただし核研併合、法人化などは J-PARC 
推進と密接に関連しているので適切に J-PARC に
ついても多少触れることにする。
　私が高エ研所長を勤めるようになったのは 1989
年であり、top quark 発見を目指して建設された 
TRISTAN が結局は top quark 発見に至らず、役
所やマスコミに TRISTAN は失敗であったと叩
かれてなんとか危機を打開する必要に迫られてい
た時期であった。私自身が理論的に top quark 
mass を 32 GeV と予測した論文を書いていたので 
TRISTAN による発見ができなかったことには大い
に落胆させられると同時に責任を感じていた。い
ろいろな打開策が検討され、TRISTAN は放射光
施設に転換し高エネルギー分野は SSC に参加し当
時東大附置の原子核研究所（以下核研）で検討され
ていた大型ハドロン計画をつくばで実現するとい
うのが最も有力な打開策として議論されていた。
TRISTAN の Accumulator Ring を B-Factory に転
換する案も提案された。また 1980 年台後半には既
に高エネルギー委員会で Linear collider を次期計
画として推進すべしという考えも提案されていた。
　どのように高エ研の行くすえを見据えそれを運
営していけばいいのか所長としての私にとって悩
みの多い時期であった。また役所の担当部局を訪
ねても話半分にあしらわれ TRISTAN の失敗の責
任をどう果たしていくのかみたいな話に落ちてし

まうことがままあった。
　救いは外からやってきた。その第一は SSC であ
る。アメリカの高エネルギー研究者たちは当時の
大統領（二代目 Bush 氏）に話をつけ日本の首相に
直接 SSC 参加を要請した。当時の首相であった
宮沢氏は学術会議議長と科学技術会議議長にその
ことを相談し日本の研究者が SSC 参加を希望し
ているのであれば参加してもいいという見解を伝
えた。両議長は高エ研を訪れ研究者の意向を尋ね
た。いろいろ紆余曲折はあったのであるが私の最
終的決断は SSC に参加することを拒むわけではな
いがあくまで国内に高エネルギー施設を作る（既
に TRISTAN （main ring）を B-Factory にする案
は出来つつあった）前提の上でという条件付きに
して文部省に申し入れた。私は SSC の Science 
Committee のメンバーとして Dallas を訪れその
旨を SSC 所長の R. Schwitters 氏に伝えた。日本
が参加するということを書き記したいろいろな書
類にサインさせられてそれを持ち帰って文部省に
届けたが特段お咎めはなくホッとした記憶があ
る。もう一つの救いは科学技術庁からであった。
第三世代の放射光施設を関西に作るということで 
TRISTAN は放射光施設に転換する必要は無くなっ
た。私も関西放射光検討委員会の委員として関西
放射光と TRISTAN を比較するよう委員会で求め
られその比較を申し述べたことを思い起こす。
　問題は TRISTAN （Main ring） B-Factory と大
型ハドロン計画のどちらを先行させるかであった
が文部省としても TRISTAN の後始末としての 
B-Factory に傾いてくれていたのであとは原子核分
野と高エネルギー分野のすり合わせであった。幸
い原子核分野のリーダーで大型ハドロン計画の推
進者であった山崎氏の協力もあり B-Factory を先
行させる環境が整った。

2.	JLC	（ILC）
　JLC （ILC）に話を移そう。1980 年台後半には
既に Linear collider を日本の次期計画に据えると
いう案は出ていたのであるが、具体的にどう進め
るかは皆目見当がついていない状況であった。世
界的に見ると SSC（後に LHC）推進派と Electron 
machine 推進派がそれなりに競争する環境があり
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私が KEK 所長に就任するのと同じ頃に SLAC 所
長になった Burton Richter 氏は後者の中心人物
であった。そこで私としては JLC 推進については 
SLAC と共同で進めるのが適当であると判断しいろ
いろな局面で Richter 氏と相談し、日米協力の大
きな柱として推進することにした。また当然世界
的協力関係を進める必要があることから当時 DESY 
所長であった Bjorn Wiik 氏とも相談し三極体制を
推進することにした。Bjorn Wiik 氏は超伝導 LC 
を推進しており KEK-SLAC の X-バンドとは一線
を画していたが LC 推進では一致していた。
　Technology choice についてはいろいろ思い起こ
すことがある。KEK としては SLAC との関係から 
X-バンドで行くことが暗黙のうちに了解されてい
ると理解していたのであるが、ある時吉岡さんか
ら新竹さんの（Phys. Rev. Letters）論文を渡されそ
れには C-バンドが最適周波数であることが明確に
議論されていた。私としてはどうすべきか相当に
悩んだのであるが最終的には X-バンドを中心に据
えるが Back-up technology として C-バンドも超
伝導空洞も KEK で推進するという案を提示しそれ
なりに加速器関係者や物理関係者にお認めいただ
いたのは大変嬉しいことであった。予算処置が大
変ではあったがなんとか推進できたのではないか
と思っている。
　後になって 2003 年に ICFA 委員会の下に 
technology choice 委員会が作られ ILC technology 
を決めることになった時私も一委員として参加し
た。当時私は既に KEK 機構長を退任しハワイ大学
の Dai Ho Chun Visiting Professor であった。委員
の中には SLAC からの委員はおらず、X-バンドを
選びたいという委員は少数派であった。最終的に超
伝導技術が選ばれた時委員長であった B. Barish 氏
は KEK のことを心配してくれたのであるが私とし
ては back-up technology として超伝導技術も KEK 
で進めていたのでそれほど心配はない旨彼に伝え
た。ご存知のように SLAC はその後 ILC から完全
に手を引く状況に置かれることとなった。KEK で
は斉藤健治氏をはじめとして electro-polishing な
ど重要な技術を開発しており DESY と比べても遜
色のない開発が行われていた。C-バンドに関して
も後になって SPring-8 での SACLA 計画で C-バン

ドによる FEL 設備が KEK から SPring-8 に移った
新竹氏や北村氏の指導のもとに C-バンド技術で完
成したのは喜ばしいことであった。肝心の X-バン
ドについては未だ応用がなされていないが個人的
には医学利用や量子計算機の分野で活躍できる可
能性があると思っている。
　ILC （JLC）の建設候補地に関してもいろいろな経
緯があった。SLAC との共同計画として一時期ハワ
イ島で建設する案が持ち上がった。発案者が私だっ
たのかハワイ大学のどなたかであったか記憶が定
かではないが Richter 氏と一緒にハワイ州政府の
要人に会ったりした。ハワイ州政府としてもハワ
イ島における地熱発電と結びつけそれなりに盛り
上がったのであるが、最終的にはハワイ島の地盤
の問題やら地熱発電の環境との関連等の問題で諦
めざるを得なかった。日本国内では北海道から沖
縄まで地盤調査が行われ、同時に関連自治体にア
プローチすることとなった。宮崎県や佐賀県そし
て岩手県が熱心に興味を示した。地盤的には佐賀
県の予定地が多少活断層にかかる問題があったも
のの最後まで真剣に考慮していただけたのはあり
がたいことであった。岩手県については当時岩手
県選出の国会議員であった椎名素夫氏にいろいろ
ご相談申し上げた。椎名氏はもともと名古屋大学
の物理の出身であり、宇宙線研究者でもあったの
で JLC に限らずいろいろな局面でご援助いただい
ていたのである。また当時東北大学長であった西
沢先生にもいろいろご援助いただいた。西沢先生
にもいろいろな局面でお世話になった。他の例で
言うと Super-Kamiokande について当時宇宙線研
に所属していた戸塚氏と一緒に文部省の学術審議
会の審査会で発表した時の委員長が西沢先生でそ
の質問から大変我々の計画に興味を持っておられ
ることがうかがわれ、後に審査をパスして予算が
つくことになった。西沢先生自身の半導体による
電源なども LC の Modulator の電源として使うこ
ととなった。それはともかく、ある時期、私は直
接その時期の岩手県知事であった工藤巌氏とお会
いしてご相談申し上げた。知事は既に椎名氏や西
沢氏から話を聞いていたらしく大変積極的で岩手
県の経済振興と結びつけて JLC をその起爆剤とし
たい考えを率直に述べられた。工藤氏の後に岩手
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県知事になられた増田寛也氏（後の総務大臣、現
日本郵政社長）も大変熱心に JLC 誘致に取り組ま
れた。また工藤知事のもとで JLC を担当していた勝
部氏が後に一ノ関市長になり ILC の積極的誘致を
すべく現在も活躍しておられる。
　最終的には特設された委員会で地盤の問題で岩
手県が最終候補地と選ばれたが、佐賀県の方々も
非常に熱心であったことから是非その地にも ILC 
関連の施設を作りたいものである。
　私は 2003 年に機構長を退任し 2005 年から総研
大の理事を務めたのであるがその間にも ILC には
格段の熱意を持ち続けた。多分 2006 年のことで
あったかと思うが以前 LHC への日本参加の承認の
頃文部大臣であった与謝野議員に依頼して ILC 推
進のための議員連盟を作っていただいた。西川哲
治先生のもとで加速器を学んでいて後に産業界に
転出しセコムの重役を担った田尾陽一さんの計ら
いで与謝野議員と青山のレストランでお会いし議
員連盟創設について快諾を得たのは ILC にとって
格別重要な意味を持つこととなった。その席には
確か吉岡さんや山下さんも同席していたように記
憶している。現在は河村議員が委員長を務めてお
られ ILC 推進に関して大いに活躍していただいて
いる。
　国際的には私が ICFA の議長をしていた時に何
としても funding agency 同士の協力関係も必要
であろうということでそのための組織を作ろうと
いうことになり Maury Tigner 氏や名前は失念し
たが当時のイギリスの科学技術委員会の代表で
あった方などと相談し Funding Agency for Linear 
Collider を立ち上げた。今でもそれなりの役割を果
たしているようであるが今後の重要な役割に期待
したい。過去においては基本的には SLAC、KEK、
DESY の三極で ILC を推進してきたのであるが技
術選択委員会後 SLAC は脱落し cold technology が
選ばれたことで中心的役割を果たすかに思われた 
DESY も結局は放射光研究所に衣替えしたことに
より中心は必然的に KEK が担うこととなった。現
時点での世界的協力関係の中でも SLAC や DESY 
の影が薄いのはやむをえないとはいえ ILC 推進の
力が技術的にも政治力の面でも大いに削がれてい
る面があることは否定できない。

　ILC の物理に関しても LHC による超対称性粒
子の存在が証明されなかったことにより内容が変
わってしまった。私自身は大学院生の頃からフェ
ルミ粒子とボーズ粒子の間には何らかの対称性が
あると考え私の先生である宮沢先生と一緒にそれ
に関する論文を書いており LHC の発見に大いに期
待していたのであるが現在に至るまで超対称性粒
子については発見に至っていない。もちろん理論
家の理論的枠組みに自然が従う理由は全くないと
言っていいと思うが長い間多くの理論家がコミッ
トしてきた超弦理論とは一体何だったろうか考え
ざるをえない。ILC の中心的役割は Higgs 粒子の
精密測定ということになるが果たしてそこから将
来の素粒子物理の Break through が生まれてくる
であろうか。私自身はある程度楽観的である。そ
れはいろいろ考えてみるに我々は未だにいわゆる 
flavor physics について基本的に何も理解していな
いという思いに根ざしている。Higgs 粒子はいろい
ろな quark、lepton に couple してそれらの質量を
与えるが我々はそれについて基本的に何も理解し
ていないと言っていい。私は最近この物理には全
く新しい枠組みと新しい数学の応用が必要であろ
うと考えている。ILC 実験と相まって新しい理論
的枠組みが構成されていくことに大いに期待して
いる。

3.	原子核研究所吸収及び法人化
　B-Factory が端緒についた後、所長として私に
課せられた課題は大型ハドロン計画をどのように
して実現していくかであった。この計画は原子核
研究所で長く検討されておりいずれつくばの地
で実現するという強い希望があったのであるが、
B-Factory を先行させたことで私は負債を負ったと
いう感覚を持ち続けていたのであり、それに協力
していただいた山崎原子核研究所長にも恩義を感
じていた。従って原子核研究所をつくばに持って
くることには必然性があったのである。
　その際、問題は東大との関係、宇宙線部門をど
うするかということに絞られた。宇宙線部門は既
に独立の宇宙線研究所として存在しており、つく
ばに移転する意向はなかったしそれに異論を挟む
他部門はなかったので一定の解決は見られた。問
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題は東大との関係で東大は KEK との交渉に理学部
を担当させることにした。そこで私は理学部長さ
んや物理学科長さんといろいろ交渉に当たったが
最終的には何人かのポストを理学部に提供すると
いうことで話がまとまった。原子核研究所の中に
もつくばに行きたくない人たちがおられたのでそ
の人たちが理学部に鞍替えし何人かの人は理学部
に所属しながらもつくばに来ることになった。
　東大としてはもともと原子核研究所の人事が東
大以外の当該研究者たちによって構成される委員
会で決められことについて大学の自治に反する
として原子核研究所を多少冷遇していた面があ
り、また敷地ももともと農学部所属であったこと
もあって原子核研究所が東大から離れることには
それほど難色を示さなかったのである。また私自
身、原子核研究所にも理学部にも一時期所属して
いたこともあって気心が知れていた面もあり交渉
は思ったよりスムーズに進めることができた。
　しかしこれだけで大型ハドロン計画を推進する
体制ができたとはとても言い難かった。B-Factory 
が建設中でもありさらに大きな予算が KEK に投じ
られる余地はなかった。ところが原子核研究所移
転が決着を見てしばらくしてから原子力研究所が
大型ハドロン計画と酷似の計画を持っていること
を知らされた。どなたに教えていただいたのか記
憶が曖昧ではあるが山崎敏光氏ではなかったかと
思っている。いずれにせよこれは大きなチャンス
であると思い当時の原研理事長であった松浦氏に
連絡し協力してこの計画を推進できないか相談し
たい旨申し込んだ。松浦理事長も乗り気で何度も
会合を開きお互いの理解を深めていった。当時は
まだ KEK は文部省、原研は科学技術庁の傘下にあ
りどのような協力関係を構築できるのか当初はか
なり手探り状態であった。お互い気心を通じ会お
うということで東京、つくば、東海の料亭やレス
トランで会合を持つこともあった。原研の本部は
日比谷にあったので東京で会合を持つこともあっ
たのである。KEK 側からは私と木村、山田両氏な
どがいつも出席し、原研側からは松浦理事長のほ
か斉藤理事（後の理事長）や田中俊一氏（後の初代
原子力規制委員会委員長）などがいつも出席してい
たと記憶している。その会合の中で明確になって

きたことは原研側としてはこの加速器計画（中性子
利用を主としていたが高レベル放射性廃棄物破砕
用の末臨界炉を加速器で drive するための研究も視
野に入れていた）は東海地域の活性化と位置付けて
いたので東海に建設することに関しては譲れない
ということであった。私自身はつくばに建設とい
うことで原子核研究所をつくばに移転していただ
いたこともあり、つくば地域に建設ということに
こだわりたい面もあったのであるがそれにこだわ
れば原研との協力関係は破綻することが目に見え
ていたので譲歩することにした。KEK 内でも特段
そのことに反対はなく建設地は東海ということで
決着した。
　個人的には未臨界炉の可能性に興味があって例
えばそれは Th burning などの新しい可能性にもつ
ながるし何より原子力の最大の問題としての廃棄
物問題に活路を開けるという希望を抱かせること
から原研の計画に賛同する面が大いにあったので
ある。また炉をつくばに作るとすれば地元との新
たな問題を生ずることから東海を建設場所とする
案には賛同せざるをえなかったのである。ただし
未だに Accelerator driven sub-critical reactor の研
究が東海で緒についていないのは残念なことであ
る。
　1990 年代後半になって省庁再編合理化、公務員
削減の問題が現実の問題として取り上げられ国立
大学法人化やそれに伴う大学共同利用機関の法人
化などが議論されるようになった。当初は文部大
臣が有馬氏でもありまた文部省の方針もあり国立
大学の法人化は避けられるのではないかと学長先
生方は思っておられたようであるが文部省の主催
する国立大学学長会議（共同利用機関長も出席）で
有馬文部大臣が法人化の方針を打ち出した。文部
省の突然の方針転換に不意をつかれた国立大学の
学長さんたちの中でも当時の東大の蓮實総長や田
中鹿児島大学長などがなんとか文部省の方針を再
度変えることはできないものかといろいろ考えら
れたが難しい状況であった。私も文部省に作られ
た委員会（当時の医科歯科大学長さんが議長を務め
られた）に１委員として出席したが文部省の意向は
固くこの機会に学長の権限を強化し大学における
教授会の自治にくさびを打ちたいという方向性を

第３章　思い出文章集
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打ち出してきた。教授会の自治と学長の制限され
た権限が文部省にとっては大学に手出しをできな
い根源であったのである。
　大学共同利用機関も当然法人化ということにな
り各研究所の所長による委員会が設けられ検討に
入った。そこで当初打ち出されたのが全機関によ
る 1 法人化の考えであった。当時天文台の台長で
あった海部氏が中心人物でドイツの Max Planck 
Institute をモデルにしたいとのことであった。そ
れはそれで一理ある提案であったが、一つ問題が
生じた。それは文部省としては全機関 1 法人とい
うことであれば大学共同機関としては存続できな
いという方針であった。これは私としては受け入
れがたい条件であった。大学共同利用機関という
組織形態は高エ研創立の際、我々の先輩たちが長
い期間の真剣な議論の末に生み出した世界にも他
に例を見ない優れた研究組織である。高エ研設立
が決まった時国会で当時の文部省担当局長が「限
りなく大学に近いが大学ではない組織」と答弁し
ていたように大学並みの学問の自由とそれに加え
て分野の自治という既存の大学にはない性格を備
えたユニークな組織であった。これを全機関 1 法
人ということで無にしてしまうことには私として
は耐えがたいことであったし、その考えは少なく
とも文部省の高等教育局からはそれなりの支持を
得た。研究所長会議で私は孤立したが他の機関は 3
法人にまとまり高エ研だけは単独で法人化するこ
とで決着をみた。進展していた原子力研究所との
協力関係にヒビが入ることもなく法人化されるこ
ととなったのである。
　原研との協力関係が劇的に進むことになったの
には省庁再編という大きな変化によることが大き
かった。文部省と科学技術庁が再編され高エ研も
原子力研究所も再編された文部科学省の傘下に収
まることとなった。そればかりではなくそれまで
進めてきた共同の加速器計画は省庁再編の象徴的
計画として文科省が重点的に進める計画として採
用された。
　原子力研究所の理事長は松浦氏から旧科学技術
庁の次官も務めた村上氏に変わったが計画にはい
ささかも変更はなく斉藤理事（後の理事長）の提案
で名前も J-PARC と決まり、加速器も 50 GeV の

シンクロトロンにすることで決着した。大型ハド
ロンの時は線形加速器ということで進んでいたが
私としては何としてもニュートリノビームも付け
加えたいという希望で皆さん納得されて決まった
のであるがそのあたりの経緯は別に書いてあるの
でここでは省略する。
　このように J-PARC がスムーズに進んだのはい
ろいろな僥倖が重なったことによっている。歴史
は後に続く人たちの都合でいかようにも書き換え
られることを私は身をもって学んでいるが上記の
ような経緯を後々のリーダーたちに伝えておくこ
とも無駄ではあるまいと思いここに記すことにし
た。

4.	終わりに
　私の所長、機構長在任中のことについて上のよ
うに述べさせていただいたがそれ以前のことにつ
いても簡単に触れておく。私は 1974 年高エ研設立
から数年経ってから理論部に入った。当時は高エ
研としては 12 GeV 陽子シンクロトロンの建設が
始まったばかりであったが諏訪、西川両先生は既
に次の計画を考えておられ当初は陽子電子の衝突
器を考えておられた。理論部にはその物理につい
て検討するようにと課題が与えられたことを記憶
している。また文部省の学術審議会でもその物理
について発表した記憶がある。ところが 1974 年の 
J/ψ 粒子の発見は電子 - 陽電子衝突器の大いなる
可能性を示唆しておりそのことを考慮して高エ研
でも電子 - 陽電子衝突器にしようという話になり 
TRISTAN が具体化して行ったのである。陽子 -電
子衝突器を推進した DESY が必ずしも大きな成果
をあげたとは言い難いことを考えてみると、諏訪、
西川両先生の決断が後々の高エ研にとっていかに
重要な意味をもっているかがお分かりであろう。
　TRISTAN 建設が決まった時、尾崎敏氏が既に 
Brookhaven から来られて物理の主幹をされていた
が、TRISTAN 担当の総主幹として移られ私が物
理の主幹として 12 GeV シンクロトロンの物理を
任された。既に世界では 30 GeV 以上の加速器が 
Brookhaven や CERN で活躍していたし、12 GeV 
でどんな物理ができるかを考えるのはなかなか難
しいことであった。今でも記憶しているのは当時 

JLC （ILC）、原子核研究所併合、国立大学法人化など 
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KEK に短期間滞在していた B. Barish 氏と計算機
部門に所属していた私の東大物理の同級生であっ
た故河辺氏がニュートリノビームについて真剣に
検討していたことである。何か記録に残っていな
いかどうかわからないが後ほど私が所長になって
から 12 GeV による long base line experiment に
乗り出した時頭に残っていたのはそのことであっ
た。なお、この long base line experiment でも
SLAC の Richter 所長に助けていただいた。この計
画について SLAC で彼に説明し、予算的な厳しさ
を訴えた時彼はすぐさまその重要性を理解し SLAC 
の dipole magnet を貸してくれることを提案して
くれた。今でもその magnet は base line の一部と
して KEK の中にあるはずである。
　最後に、この文の趣旨からはずれてしまうが 
KEK の将来について触れてみたい。現在 ILC に
ついては承認されるか否かの最終段階に近づい
ていると思われるが、それが承認されるとして、
KEK は何を目指してどういう研究所にすべきであ
ろうか。ある意味でモデルは既に存在しておりそ
れは SLAC でありあるいは DESY である。分野が
大きくシフトして Material science や Biological 
science が中心になっていくであろうが、それでも
加速器利用が重要な役割を果たすことは間違いな
いであろう。私としてはその際加速器というもの
を Free な電子やその他の Free な粒子を作るため
の手段と考え物質中の電子や陽子と対比させる位
置にある設備と捉えたい。そうすることによりた
とえば量子計算機や電子顕微鏡も視野に入るだろ
うし、μ粒子による顕微鏡もその医学利用もさら
には BNCT などの中性子医学利用も重要な応用と
して考えられる。当然民間企業との共同開発が重
要になってくる。放射光利用に関して言えば既に
世界的には物質構造の動的解析が中心課題となり
つつあることに鑑みて将来を決めていくべきであ
ろう。

第３章　思い出文章集
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KEKでの 22 年間 : 
三度の出入りと三度目の正直

鈴木 厚人 
岩手県立大学長、前 KEK 機構長

1.	一度目の	KEK
1-1.	研究の新天地を求めて
　1974 年 3 月に東北大学で学位を取得し、しばら
く日本学術振興会奨励研究員として研究を継続、
そして、その年の 10 月に高エネルギー物理学研究
所（現高エネルギー加速器研究機構 : KEK）に、物
理研究系助手として着任した。大学院では原子核
物理を専攻していたが当時は就職難で、オーバー
ドクター（博士浪人）が社会問題として新聞にもよ
く取り上げられた。しかし、創設直後で毎年、大
量の人事募集を行っていた KEK に救われた。とは
いえ、高エネルギー物理は素人、配属先の泡箱写
真解析の仕事も初心者で、ゼロからのスタートで
あった。
　幸いにも、高崎史彦さんが塾を開いてくれて、
副塾長に浅野侑三さん、塾生に私や、多くの大学
院生 : 東大の金さん、名大の松井さん、広島大の末
武さん、寺田さん等々、が集まり、マーチン・パー
ルの教科書を輪読した。お陰で、高エネルギー物
理コミュニティーの仲間入りをさせてもらった。
　当時の KEK は建設の真っ最中で、高橋嘉右先
生、小野厚夫先生の指導のもと泡箱写真自動解析
装置の開発、特に粒子飛跡を自動追尾し、飛跡の
位置を計測するプログラム開発に従事した。一方、
手動解析装置の整備やこの装置を使用するスキャ
ナーの訓練も重要な仕事で、まだ KEK 泡箱の写
真がなかったため Stanford 線形加速器センター
（SLAC）や Fermi 国立加速器研究所（Fermilab）の
実験で得られた写真を使用した。同時に手動解析
装置によるデータを解析して論文を作成した。特
に、Fermilab の泡箱写真は、当時、世界最高エネ
ルギーの 405 GeV 陽子シンクロトロンを用いた実
験で、ほとんどまともな解析をせずに KEK （＋大
阪市立大） に貸与してくれた。これによって、1978
年〜 1981 年に 8 つの論文を発表し、高エネルギー

ハドロン多重発生の研究を通して素粒子研究を開
始した。
　1977 年に KEK 1 m 泡箱が完成すると、自動解
析装置の運転とデータ収集が主な仕事であったが、
1979 年に締結された日米科学技術協力事業として 
SLAC の泡箱を用いた、光反応によるチャーム粒
子生成実験にも参加した。そして、1980 年に初め
ての海外、最初で最後の海外長期滞在（僅か 2か月
間） を SLAC で経験した。僅か 2 か月間とはいえ、
米国を大いに楽しんだ。休みの時は、電車でサン
フランシスコへ行き、観光、買い物、食事を満喫
した。当時、SLAC に長期滞在していた、海野義信
さん（KEK）には、映画に出てくるような大きなオー
プンカーでサンフランシスコの急な坂道ドライブ
や、ヨセミテ国立公園、モントレー散策に誘って
もらった。しかし、帰国時は一騒動であった。現
地で購入して使用していた自転車や電気スタンド、
お土産用の種々の品々、テスト実験で取得した泡
箱写真（70 mm フィルム） 3巻をどのようにして持
ち帰るか思案した。日通が搭乗機への荷物処理を
してくれたことと、藤原昇さん（奈良女子大）に車
で空港まで荷物の一部を運んでもらい、成田空港
に無事到着した。そして、空港からつくばまでは、
タクシー 2 台で荷物を運んだ。当初は 3 か月間の 
SLAC 滞在予定であったが、1986 年の完成を目指
した電子・陽電子衝突型加速器計画（トリスタン）
がスタートし、さらに、東京大学の小柴昌俊先生
が発案されたカミオカンデ実験の準備に、KEK グ
ループも参加することになり、１か月前倒しの帰
国となった。
　トリスタン実験ではビーナスグループに加わり、
データ解析用ソフトウェア整備の責任者を任せら
れた。一方、カミオカンデ準備では、KEK 内に水
槽を作って 20 インチ光電子増倍管の水槽内取り付
け手順、防水性能検査、水中動作試験等を行った。
そして、1982 年 5 月に転機が訪れた。第一回トリ
スタン国際シンポジウムが KEK で開催され、デー
タ解析プログラムの整備状況を発表した。会場の
最前列には小柴先生がおられた。そして、2 週間後
に先生から東大への誘いを受けた。カミオカンデ
は、当時 100 年に 1度遭遇するかどうかの研究テー
マと言われた陽子崩壊の検出を目指すもので、研

KEK での 22 年間 : 三度の出入りと三度目の正直
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究テーマと少人数による研究に魅力を感じて、東
大へ移る決心をした。

1-2.	一度目の	KEK	脱出 : 東大へ
　カミオカンデでは、小柴先生、須田英博先生（当
時 : 東大宇宙線研究所助教授）、戸塚洋二先生（当時 : 
東大理学部助教授）の指導の下に、主に 20 インチ
光電子増倍管の開発、超純水製造装置の開発、3,000
トン水槽建設等を担当した。1983 年春に装置が完
成し、7 月から実験を開始した。しかし、陽子崩壊
現象は理論予想に反して検出されず、開始から半
年後に、“消えた太陽ニュートリノの謎 : 太陽ニュー
トリノ消失現象”の解明を目指して、測定器の改造
に着手した。日中（暗い）に改造、夜中にデータ収
集を繰り返し、1987 年 1 月より太陽ニュートリノ
検出実験が始まった。当時は、我々の天の川銀河
の隣にある大マゼラン雲から使者が地球に向かっ
ていることを知る由もなかった。1987 年 2 月 23
日 16 時 32 分に、定期的に行うシステム・チェッ
クが完了し、データ収集を再開した。その 3 分後
の 16 時 35 分 35 秒に使者が到着した。使者とは、
17 万年前に大マゼラン雲で起こった超新星爆発に
よって生成されたニュートリノ群（1 cm2 当たり 10
秒間に約 100 億個）である。使者の中の 10 個がカ
ミオカンデで検出され、星の進化理論が実験で初
めて検証された。ニュートリノ天文学の幕開けで
ある。この功績で小柴先生に 2002 年ノーベル物理
学賞が授与された。
　この後もカミオカンデは、太陽ニュートリノ消
失現象の再確認と大気ニュートリノ異常現象（宇
宙線が大気中で生成する電子型ニュートリノと
ミュー粒子型ニュートリノの相対量が理論予想値
と異なる現象）の初検出に成功し、ニュートリノの
有限質量に起因するニュートリノ振動の兆候を捉
えた。そして、陽子崩壊現象と共にニュートリノ
質量の発見を目指す、スーパーカミオカンデ計画
が本格化した。
　しかし、超新星ニュートリノ検出の 1 か月後に
小柴先生は定年退官され、私は物理学科主任扱い
助手となった。これまでスーパーカミオカンデ計
画の推進母体として、いくつかの大学が候補とし
て検討されたが上手くいかなかった。ある日、戸

塚さんを中心に東大宇宙線研究所にスーパーカミ
オカンデの主力グループを、私を中心に KEK にサ
ブグループを作って、共同体制でスーパーカミオ
カンデを推進する構想が、KEK の某先生の手帳に
書かれていると、戸塚さんから知らされた。これ
が現実となり、私の KEK 脱出は失敗し KEK に戻
ることになった。

2.	二度目の	KEK
2-1.	スーパーカミオカンデの実現に向けて
　1988 年 2 月に KEK に戻り、カミオカンデの継
続とスーパーカミオカンデの副責任者の一人とし
て準備作業を開始した。メンバーには、KEK の谷
森達さん（現京都大学）、池田博一さん（現宇宙航
空研究開発機構）、京大から森正樹さん（現立命館大
学）、東大から大山雄一さん（KEK）、が加わった。
KEK チームは 20 インチ光電子増倍管の高性能化、
高電圧電源の低ノイズ化、データ収集用電子回路
の開発を担当した。
　20 インチ光電子増倍管の性能改良では、新たに
計算機シミュレーションによる製造方法を導入し
た。KEK のビームチャンネル設計用の粒子軌道解
析プログラムを用いて、光電面からカソード、各
カソード間の電子飛跡解析により、最適なカソー
ドの形状、角度を求めた。この結果、満足できる
性能を持つ 20 インチ光電子増倍管が完成した。こ
れらの開発は浜松ホトニクスと共同で、科学研究
費 :試験研究（B）「巨大水チェレンコフ用高性能光
電子増倍管の開発」として行った。
　また、カミオカンデが初検出した大気ニュート
リノ異常現象は、当時、世界の一部の研究者はカ
ミオカンデの電子とミュー粒子識別能力の低さに
よるとして、信憑性を疑った。そこで、カミオカ
ンデの粒子識別能力を測定するために、KEK 加
速器を用いて電子、ミュー粒子を生成し、それを 
KEK 内の旧泡箱施設脇に建設した 1,000 トン水
チェレンコフ検出器に照射して、（e/µ）識別能力
の検証実験を日米スーパーカミオカンデチームで
行った。その結果、水チェレンコフ検出器は十分
に電子とミュー粒子を識別する能力を有している
ことが実証された。これで、太陽ニュートリノに
加えて大気ニュートリノでもニュートリノの有限
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質量を示唆する現象が確認され、カミオカンデの
約10年分のデータを1年弱で取得できる、スーパー
カミオカンデの早期実現が待望された。
　このようにスーパーカミオカンデへの期待が大
いに高まったが、私は今一つスーパーカミオカン
デに集中できなかった。それは、カミオカンデの
時のような新たな境地を開拓するという気合が入
らなかったからである。スーパーカミオカンデの
実験装置は巨大で性能改善が施されているとはい
え原理はカミオカンデと同じであり、研究目的も
ニュートリノ質量の発見と壮大ではあるが、カミ
オカンデでその兆候が既に検出済みだったからで
ある。そしてある晩、神岡の宿舎で戸塚さんと二
人で酒を飲み交わしていた時に、戸塚さんがふと
“俺たち孫悟空だなあ。どんなに暴れまわっても、
所詮、お釈迦さま（小柴先生）の掌の中だ”とつぶ
やいた。この時、私は“うーん”と相槌を打ったが、
ある決心をした。それは、これまで懐に温めてき
たスーパーカミオカンデでは測定不可能な低エネ
ルギー・ニュートリノを検出する実験の実現であっ
た。その後、まだスーパーカミオカンデの建設途
中ではあったが、スーパーカミオカンデの建設完
了までは担当の仕事を完成させることを条件に、
戸塚さんにこのことを話した。
　1,000 トン液体シンチレータ・ニュートリノ検出
実験（後のカムランド）が産声を上げた。そして、
当時の東北大学教授 : 吉村太彦先生、柳田勉先生、
湯田春雄先生から、泡箱写真解析施設をニュート
リノ施設に改組して、その研究構想を実現しては
どうかと誘われた。泡箱写真解析施設を立ち上げ、
世界的に泡箱による素粒子研究を先導された北垣
敏男先生も快諾された。

2-2.	二度目の	KEK	脱出 : 東北大へ
　スーパーカミオカンデの建設の最中の 1993 年 8
月に東北大学に転出した。東北大では長谷川琢也
さん（現 KEK）が東大から東北大へ、森正樹さんが 
KEK から宮城教育大へ移り、技術職員 3 名と大学
院生のチームでスーパーカミオカンデの約 13,000
本の光電子増倍管の坑道内保管、水槽内取り付け
フレームの開発、取り付け作業を責任担当した。
その後、スーパーカミオカンデ実験は、長谷川琢

也さんが中心になって継続した。私はスーパーカ
ミオカンデの建設終了（1996 年）後に、戸塚さん
に約束通りスーパーカミオカンデから引退すると話
したところ、神岡での実験当番をしなくてもよい
から、共同研究者として名前だけでも残すように
と言われた。私の記憶では、スーパーカミオカン
デで実験シフトを免除された研究者は、小柴先生、
UC アーバインのフレッド・ライネス教授（1995
年ノーベル物理学賞）と私の3人であった。しかし、
喜ぶのは大間違いで、私は戸塚さんに大きな借り
を作ってしまった。これが、三度目の KEK になる
とは ！！！
　カミオカンデ跡地を利用する 1,000 トン液体シ
ンチレータ・ニュートリノ実験（カムランド）装置
の開発は、スーパーカミオカンデの建設と並行し
てスタートさせた。研究の主目的は、神岡周辺の
原子力発電所で生成される反電子ニュートリノを
検出し、反電子ニュートリノ振動現象を発見、地
球内部で生成される反電子ニュートリノの初検
出によるニュートリノ地球科学を創始することで
あった。しかし、1,000 トンもの大量の液体シンチ
レータ（可燃物）の地下貯蔵、直径 13 m の液体シ
ンチレータ用プラスチックバルーンの開発、20 イ
ンチ光電子増倍管を改造した 17 インチ光電子増倍
管の開発、液体シンチレータ純化装置の開発等々、
予想通りカミオカンデの時を思い起こさせる、試
行錯誤の連続であった。特にバルーンの開発では、
宇宙科学研究所の元所長で、数多くの宇宙線研究
用のバルーン実験を指揮された西村純先生が大変
心配され、製作技術の検討や製作現場に足を運ば
れて指導をいただいた。
　カムランド実験装置の開発は、鈴木、白井淳平
さん（KEKより）、末包文彦さん（東北大より）、林
野友紀さん（東北大より）と大学院生、技術職員で
スタートした。そして、1997 年に「極低放射能環
境下におけるニュートリノ科学の研究」COE 形成
基礎研究が採択され、カムランドの建設経費が認
められた。更に 1998 年には、泡箱写真解析施設を
ニュートリノ科学研究センターに改組する計画を
文部省が承認し、カムランド運転経費や旅費が補
填されることになった。これを機に東大宇宙線研
究所から井上邦雄さん（現 :カムランド責任者）、三
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井唯夫さん（神戸大から）、中村健吾さん（大阪市
大から）、古賀真之さん（東北大から）が新たにスタッ
フとして加わって、建設に弾みがつき、さらに米
国の UC バークレイ、スタンフォード大、カリフォ
ルニア工科大、ハワイ大等々の 11 大学が参加する
日米共同研究に発展した（後に、中国高能物理学
研究所、仏・ボルドー大学が参加）。UC バークレイ
チームの中には、後に東京大学カブリ数物連携宇
宙研究機構長となった村山斉さんがいた。村山さ
んは素粒子理論の専門家とはいえ、実験センスも
素晴らしかった。カムランド関連の予算獲得には、
元 KEK 所長で当時、東京理科大学学長の西川哲治
先生と、当時の KEK 所長の菅原寛孝先生には大変
お世話になった。両先生からは、カミオカンデ、スー
パーカミオカンデ、カムランドと神岡三代ニュー
トリノ研究に支援をいただいた。
　カムランド建設は順調に進展し、2002 年に実験
を開始した。そして 2003 年に原子炉反ニュートリ
ノの消失現象を検出し、その後、ニュートリノ振
動パターンを初めて観測した。この結果は、太陽
ニュートリノ消失現象の複数あるニュートリノ振
動解の一つを特定し、30 年来の“消えた太陽ニュー
トリノの謎”を解決した。2005 年には地球内部の
エネルギー生成に伴って発生する反ニュートリノ :
地球ニュートリノの検出に成功し、地球の熱源が
放射化熱のみならず地球の誕生時から存在する原
始の熱（固化熱）の存在を初めて実証した。これら
の成果は、地球生成史に新たな知見をもたらした。
　研究が軌道に乗り更なる展開を試みていた矢先
の 2005 年 10 月に、二期目の高エネルギー加速器
研究機構長に再任された戸塚さんから電話をも
らった。用件は機構長として KEK に来ないかと
のことであった。あまりにも突然な話、再任され
た直後にどうして？、研究中断の後悔等々でお断
りした。その後、機構長選考委員の方々との会合、
12 月に戸塚さんが直接、仙台に来て説明され、よ
うやく体調不良のことを知った。そしてこの時、
スーパーカミオカンデの実験シフトの免除が頭を
よぎり、借りを返さねばとの思いから、渋々機構
長を引き受ける決心をした。またしても KEK 脱出
は失敗した。

3.	三度目の	KEK	と三度目の正直
　KEK での仕事は、プロジェクトの変遷から見た
歴史の中に書かれていると思うので、ここでは思
い出として強く残っている話を取り上げる。
　KEK での最初の仕事は、機構の内情を理解する
ための“機構長ちょっと来い”であった。機構長
に言いたいことなら、どんな事でも（個人的な相
談以外）、また、数人以上なら人数制限なしの出前
相談窓口を設置した。この取り組みは現在でも岩
手県立大学において、“ガラス張りの学長ご意見箱 
（GGG）”として、引き継がれている。
　2008 年にはビッグニュースが入った。それ
は、南部陽一郎先生、小林誠先生、益川敏英先生
のノーベル物理学賞受賞であった。私は、小林先
生のボディーガード役として、１週間のノーベル
ウィーク行事に参加させていただいた。さらに翌
年の 2009 年には、1980 年代に KEK の放射光施設
で 10 年に及ぶ研究活動を続けられたアダ・ヨナッ
ト博士がノーベル化学賞を受賞された。これで、
SuperKEKB の予算獲得に弾みがついた。
　ノーベル賞受賞の喜ばしい知らせが入る一方で、
何とも残念・無念な気持ちが込み上げた。それは、
2008 年のノーベル賞ニュースの 3 か月前に、戸塚
さんが他界されたことだった。2005 年に仙台で戸
塚さんと会った時に、“医者から余命 2 年と告げら
れたんだ”と打ち明けられた。そして、何とか早く
スーパーカミオカンデで戸塚さんがノーベル賞を
受賞されることを願っていたが、無念の極まりで
あった。
　2011 年 3 月の震災においては、幸いにして KEK 
では人的被害がなかったものの、多くの装置、設
備が損傷し、電力使用制限とあいまって全ての加
速器施設は運転停止となった。これに対して全職
員が一丸となって復帰作業に取り組んだ。その結
果、停電が続く中の 4 月末に、目視による調査の
みで策定した復旧計画に従い、入射加速器、放射光、
J-PARC と順次立ち上げ、共同利用実験を全て復旧
計画通りの日程で 1 年以内に開始することができ
たことは、特筆すべきことであった。また、世界
からも大きな評価をいただいた。これが、KEK の
実力だと強く感じた。
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　当初は、前機構長の代役として一期 3 年で仙台
に戻り、カムランドを続けるつもりだった。その
ため、ニュートリノ科学研究センター内の研究室
はいつでも使用できるよう、KEK に移る前の状態
が保たれていた。しかし、ズルズルと時は過ぎ、
三期 9 年の機構長任期満了を向かえた。いよいよ
三度目の KEK 脱出の開始といえば聞こえは良い
が、今回の脱出は KEK からの追放である。とは言
え、三度目の正直は確かであった。

4.	もう一つの三度目の正直
　私は今、もう一つの三度目の正直に挑んでいる。
それは、岩手県に素粒子研究施設を実現する課題
である。実は、陽子崩壊実験が立案された時の実
験場所の第一候補地は、岩手県釜石鉱山であった。
岩盤が固く、巨大な空洞がロックボルト無しの素
掘りで使用でき、かつ 1,000 m 以上の土被りがあ
り宇宙線によるバックグランド事象の低減に好都
合であった。しかし残念なことに、富士製鉄釜石
と八幡製鉄が合併して新日本製鉄になった後で忙
しく、とても実験施設の建設には付き合っていら
れないと断られた。二度目の挑戦は、東北大学で
カムランドを立ち上げた時、仙台から近い所に実
験施設をと、釜石鉱山に問い合わせた。今度は丁
寧な応対で、昔のことを覚えていて、あの時は受
け入れておけば良かったと残念がられた。そして、
鉱山の了解は得られた。しかし、文部省から日本
に地下ニュートリノ実験施設は２つも必要ない、
神岡鉱山を利用すべきとのお達しがあり、挑戦は
失敗した。三度目の挑戦は、国際リニアコライダー
（ILC）の実現である。三度目の正直を再び信じて、
今、東北 ILC 事業推進センター代表として取り組
んでいる。

5.	おわりに
　KEK 機構長を 9 年間勤めた最大の成果は、相対
性理論を直観的に理解できたことであった。それ
は、国内の仕事に加えて、海外出張が多く月平均 2
回、時には毎週のこともあり、準備や残作業を含
めて時間に追われる毎日であった。同時に、1 週間
前の事が 1 か月も前の事のように 1 年が非常に長
いと感じた。これこそ、“時間が伸びる”相対論的

効果だと確信した。このことは、岩手県立大学の
入学式で毎年、学生に話している :

　“大学生活の 2 年間、又は 4 年間はあっという間
に過ぎ去るから、後悔しないよう努力してくださ
い”とよく言われますが、一体、どのような努力
が必要なのでしょうか。物理学から言えることは、
時間の進み方が変化することに気付くことです。
アインシュタインの相対性理論は、早く走ってい
る世界の時間はゆっくり進み、ゆっくり走ってい
る世界の中の時間は、早く進むことを教えてくれ
ます。これを私たちに適用してみましょう。もち
ろん、私たちは時間がゆっくり進む現象が現れる
ような、光の速さに近い速さで走ることはできま
せん。しかし、頭の回転の速さなら可能です。人
間は瞬時に判断を下すことができます。すなわち、
頭を使えば使うほど、時間の刻みが伸びることに
なります。皆さんはこのような体験をしているは
ずです。小学生の頃は、一年が長く感じられたこ
とでしょう。指折り数えて、早く夏休みが来ない
かな、早くお正月が来ないかなと思った経験があ
るでしょう。その年代は、見ること聞くこと考え
ることの全てが新鮮で、常に頭を使っています。
しかし、歳をとってから、これまでの経験で判断
することが多くなり、あまり頭を使わずに過ごす
と、一年がアッという間に過ぎてしまい、もうお
正月がやって来て一年が終わるのかと、寂しく思
うことがあります。小学生の頃のように頭をフル
活用して、回転スピードを上げて大学生活を送れ
ば、在学期間が 2 倍にも 3 倍にも伸びます。大い
に学業、課外活動、社会活動に励んで下さい。

　本稿を提出して数か月後の 11 月 12 日に、小柴
昌俊先生がご逝去なされました。本稿にも書きま
したが、先生との出会いによって今日の私がある
と言っても過言ではありません。先生には大変お
世話になりました。ご冥福を心よりお祈り申し上
げます。

KEK での 22 年間 : 三度の出入りと三度目の正直 
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KEKの 50 年 
―加速器計画を振り返る―

木村 嘉孝 
KEK 顧問

1.	KEK の創設
　KEK は、1971 年、国立の大学共同利用機関、「高
エネルギー物理学研究所」として設立された。目
的は、高エネルギー加速器を、開発・建設し、加
速器を用いたいろいろな科学研究を行うことであ
る。なお KEK という呼称は、「高（K）エネルギー（E）
研究所（K）」のローマ字表記を略したものである。
　高エネルギー物理学の研究に使われた、日本で
最初の加速器は、1961 年に完成した東京大学原
子核研究所（INS）の強集束型電子シンクロトロン
（INS-ES、当初は 750 MeV、後に 1.3 GeV に増強）
である。本装置が選ばれたのは、もともと、この
ような大型加速器の建設経験がない日本でつくる
とすれば、まずは、システム的に比較的単純な電
子のシンクロトロン（6 MeV の入射段階で、すで
に相対論的エネルギーに達している）がよかろうと
いうことになったわけである。しかし世界レベル
でみるとかなり時代遅れであり、当該分野の研究
者は、INS-ES 完成直後から、次期計画としての、
さらに大型の陽子シンクロトロン（PS）施設、「素
粒子研究所」の検討に入っていた。
　多くの関係者の努力が実り、公式に「素粒子研
究所準備室」の設置が認められたのは 1964 年で
ある。これを受けて、創設されるべき研究施設の
内容が、長い時間をかけて検討された。その結果、
総予算 300 億円の、40 GeV 陽子シンクロトロン
建設計画がまとまった。しかし本計画案は、当時
の文部省学術審議会で最終的に認められる段階で、
大変更を受けた。答申案は、予算 80 億円の縮小計
画に変更すべき、というものであった。これでは
実際に建設できる装置（KEK-PS）は 8 GeV 程度と
なり、研究者の間に大きな混乱を招くこととなっ
た。即ち、これでもとにかく新しい研究所を建設し、
そこで将来の大型化を図ろうとするグループと、
最先端の研究が望めない、このような審議会の結
論は蹴って政府に差し戻せというグループに分か

れた。紆余曲折はあったが、最終的には、８ GeV 
案でまとまった。その後さらに、新しい研究所の
名称や設置場所について多くの議論が行われ、上
記のように、研究所名は「高エネルギー物理学研
究所」、場所としては、当時新しく茨城県の筑波地
区に建設が進んでいた「研究学園都市」の一角が
選ばれたのである。なお名称が、「素粒子研究所」
ではなく、「高エネルギー物理学研究所」となった
のは、研究所の目的が、素粒子物理だけではなく、
高エネルギー加速器を利用した、より広い研究分
野も含むこととしたためと思われる。これは、そ
の後の KEK を方向付けたという意味で重要であ
る。なお KEK 創設については、日本物理学会誌 
第 27 巻 第４号（1972年）「特集 – 高エネルギー物
理学研究所発足にあたって」に詳しく述べられて
いる。湯川教授による同誌の巻頭言「棒ほど願っ
て針ほどかなう」を見ると、創設プロセスがいか
に複雑であったかが分かる。
　一方筆者の印象に残っているのは、KEK-PS 完成
時（1976年）に、新しい PS による実験に参加した
のが、殆ど INS-ES の実験グループであり、他分野、
例えば原子核や宇宙線分野からの転向組は、ごく
少数に限られたことである。PS のエネルギーが、
40 GeV から 8 GeV に下がったことも影響してい
るが、高エネルギー先進国の欧米とは、やや異な
る傾向のように思われた。当時、原子核、宇宙線、
高エネルギー物理は、三位一体で推進されるべき
と、よく言われていたが、研究分野間の壁は、予
想以上に高かったものと思われる。
　KEK の加速器計画は、KEK-PS の後、放射光実
験施設（PF）、トリスタン（TRISTAN）、B ファク
トリー（KEKB）、J-PARC と続く。以下に、夫々の
計画について、筆者が知り、感じたことなどをま
とめてみた。また、KEK とは別組織であるが、加
速器科学の振興を目的に、KEK のイニシャティブ
で 1977 年に設立された、公益財団法人・高エネル
ギー加速器科学研究奨励会についても触れておき
たい。
　KEK は、1971 年に、高エネルギー物理学研究所
として始まったが、1997 年に東京大学原子核研究
所、東京大学理学部中間子科学センターと統合さ
れ、高エネルギー加速器研究機構となった。さら
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に国立大学の法人化政策にともなって、2004 年に
は、大学共同利用機関法人・高エネルギー加速器
研究機構として再設置され、組織的にも、素粒子
原子核研究所、物質構造科学研究所、加速器研究
施設、共通基盤研究施設の4部門に組み換えられた。
　また KEK は、1988 年に創設された、国立大学
法人・総合研究大学院大学（総研大）に、当初から
参加し、大学院教育にも取り組んでいる。総研大は、
大学共同利用機関を基盤とする専攻と、大学本部
に直結した先導科学研究科からなる、博士課程の
みの大学院大学である。入学選考は、広く国際的
な公募によって行われる。KEKには、高エネルギー
加速器科学研究科が設けられ、内容は加速器科学、
物質構造科学、素粒子・原子核の３専攻である。

2.	陽子シンクロトロン（KEK-PS）計画
　KEK-PS は、KEK に、最初に建設された加速器
である。INS-ES に続く大型加速器計画の検討が始
まったのは、1958 年頃であるから、実現までに 10
年以上の歳月を要したことになる。この間、加速
器システムはもとより、研究所の組織・体制など
が、学術会議を中心に幅広く検討され、最終的に 
8 GeV 陽子シンクロトロン案がまとまった。なお
この間の経緯について、詳しくは、筆者の解説（加
速器学会誌・加速器 第 2 巻 第 1 号、2005 年）を
参照されたい。この PS は、エネルギー的には、当
時の世界レベルで見ると 5 番目くらいであったが､
米国のフェルミ研究所に建設される 500 GeV の加
速器とならんで、世界で初めてカスケード型と呼
ばれる、入射器と主リングの間にブースターシン
クロトロンを挿む方式など、いくつかの世界でも
初の試みが採り入れられていた。
　加速器システムは、750 keV Cockcroft-Walton
加速器、 20 MeV （後に 40 MeV）陽子リニアック
（全長 16 m、繰り返し 20 Hz）、 500 MeV ブース
ターリング（周長 38 m、 繰り返し 20 Hz）、8 GeV 
主リング（周長 339 m、繰り返し 0.5 Hz）で構成
され、1976 年に完成した。最終の加速器設計案を
まとめたのは、当時の西川加速器研究系主幹を中
心とする建設グループであるが、このような内容
に落ち着く迄には、いろいろな部分でクリティカ
ルな選択が求められた。なかでも大きなことは、

500 MeV ブースターを挿む、カスケード方式の採
用であろう。これは主には、建設コストのかかる
リニアックのエネルギーを低くできることや、製
作台数が最も多く、コストもかかる主リング電磁
石の口径を抑えられること、などの理由があげら
れる。しかし、8 GeV 程度のエネルギーで、カスケー
ド方式を採用した例は世界になく、システムが複
雑で、建設に手間のかかるこの選択に、疑問の声
もあったようである。
　今一つの重要な選択は、主リングの電磁石シス
テムに、当時としては斬新な、機能分離方式（主電
磁石システムを、ビーム偏向用の二極磁石と集束
用の四極磁石に分けるやり方）を採用したことであ
ろう。なお、この二極と四極の磁石配列については、
1972 年に、加速器の専門家として米国から招いた 
L. C. Teng 教授の進言に従って、PS の設計原案を
変更したことが記憶に残っている。これは、まさ
に建設に取り掛かろうとしていた時期であったの
で、加速器はもとより、施設関係も含めて、多方
面に少なからぬ影響を及ぼした。
　ブースター方式の採用については、加速器応用
という観点からも触れておく必要があろう。主リ
ングの周期 2 秒のうちビーム入射は 0.5 秒であり、
残りの 1.5 秒間は、ブースタービームを、別の用途
に利用できる。そこでブースターには、500 MeV 
陽子で中性子やミュオンを発生、それらで物質を
調べる、中性子散乱実験やミュオン科学実験の施
設が付置された。さらに、500 MeV ブースタービー
ムを減速し、腫瘍に照射する、陽子線治療の施設も、
筑波大学により建設された。
　KEK-PS は、1976 年に完成し、主リングのビー
ム加速で、ビームの安定性が失われるトランジショ
ンエネルギーの通過に多少苦労したものの、ほど
なく全ての加速器の試運転に成功した。ビーム性
能も設計を上回るレベルに達した。以来、2005 年
12 月に、KEK-PS のアップグレード計画である 
J-PARC の完成を受けてシャットダウンされるま
で、まさに日本の高エネルギー物理研究を支え続
けた。KEK-PS での実験は多岐にわたるが、代表的
な例としては、ニュートリノ振動実験、K 中間子
の稀崩壊過程の超精密測定、ハイパー原子核の研
究などが、世界的に高い評価を受けている。
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　一方加速器に関しては、カスケード型という複
雑なシステムを成功に導いた、世界レベルの加速
器研究者、技術者グループの形成が、あげられる
であろう。

3.	放射光実験施設（PF）計画
　本施設 PF （Photon Factory）は、2.5 GeV 電子リ
ニアック（全長 415 ｍ）と 2.5 GeV 電子貯蔵リング 
（周長 187 ｍ）で構成される。一般に、この種の放
射光源入射器に、このような高コスト、高エネル
ギーのリニアックが使われることはないが、これ
は次に述べるように、次期計画トリスタンへの布
石になっていた。
　放射光は、電子が加速器の磁場中で偏向を受け
たとき放出される光（シンクロトロン放射）である。
通常のシンクロトロンの磁場条件では、この光は、
極紫外から硬 X 線領域に及ぶ連続スペクトルで、
特に際立つ性質は、その桁外れの強度であろう。
数オングストロームの波長を例にとると、通常の 
X 線管で得られる光の数千から数万倍にもなる。
即ち放射光は、いろいろな物質の分析研究におい
て、X 線管などに代わる強力な武器となった。特
に従来殆ど実用になる線源がつくられてこなかっ
た、極紫外から軟 X 線の領域では、新しい研究分
野の開拓を可能にしたと言えるであろう。
　このような特徴を持つ放射光による研究は、当
初は、素粒子や原子核研究のための加速器を流用
して行われた（第 1 世代光源）。しかし、その有用
性が明らかになるとともに、放射光を用いる研究
者の数も爆発的に増加した。そこで 1980 年代に入
ると、放射光専用のシンクロトロン（第 2 世代光
源）が世界各地で建設されることとなった。この加
速器での電子ビームの役割は、一定エネルギーで
光を放出することのみであるので、装置としては、
電子貯蔵リングとなる。
　KEK に 建 設 さ れ た（1978-1982 年 ） PF は、
2.5 GeV の電子貯蔵リングである。リングは、二
か所に長い直線部を持つ楕円形に近い形状を持つ。
直線部は、強力な光を発生する挿入光源（ウィグ
ラーやアンヂュレーター）などを設置するために設
けられた。光の性質を表す重要なパラメーターが、
光を量子化した時の光子密度に対応する量として

定義される輝度である。この輝度は、ビームのエ
ミッタンスに強く依存し、世界的には偏向磁石と
集束磁石の配列に工夫した、低エミッタンスリン
グが、多く作られるようになっている（第3世代光
源）。PF は残念ながら従来どおりの設計に準じた
ので、低エミッタンスリングにくらべると一桁ほ
どエミッタンスが大きい。しかし、物質分野では、
素粒子と異なり、研究が、加速器のビーム性能に
クリティカルに依存するということは少ない。そ
の結果 PF は、完成以来今日まで、物質科学はもと
より生命や医学の研究者に利用されており、KEK 
においては、最大のユーザー数と、最長の稼働時
間を誇る加速器となっている。
　現在の PF には、この 2.5 GeV 放射光実験施設
に加え、トリスタン計画の入射蓄積リング（AR）
を活用し、より高いエネルギーの電子を利用する、
6.5 GeV 放射光実験施設（AR 実験施設）が、併設
されている。

4.	トリスタン（TRISTAN）計画
　KEK-PS 建設は、上に述べたように、世界最高
エネルギー 40 GeV の PS 計画が縮小された結果で
あり、その建設当初から次期計画の検討が始まっ
ていた。時代的には最高エネルギーの素粒子実験
は、衝突ビーム加速器の方へ移りつつあったので、
日本の計画も高エネルギー物理学研究所の敷地に
おさまる、いろいろなタイプ、即ち、陽子 ･ 陽子、
陽子 ･ 電子、電子 ･ 陽電子などの衝突装置が研究
された。その結果、素粒子のモデルについて、小
林・益川理論が予言する 6 種のクォークのうち、
唯一未発見であったトップクォークの創出に挑戦
することとなり、そのための電子・陽電子衝突
リングの建設を含むトリスタン計画が策定された
（1979 年）。なお TRISTAN は Transposable Ring 
Intersecting Storage Accelerator in Nippon の略称
である。余談であるが、ワグナーのオペラ「トリ
スタンとイゾルデ」は、悲劇に終わるので、多少
気にする向きもあったようである。
　このトリスタンリングのビームエネルギーは、
当初 30 GeV に設定された。それは、トップクォー
ク質量の当時の予想が、20〜30 GeVc-2 であり、
また 20 GeV あたりのリングは、すでに外国で同
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様の計画が進められていたためである。しかし、
30 GeV の電子貯蔵リングを、KEK 内の建設予定
地（1 km×1 km）におさめることは、一般的には、
極めて不適切である。それは、ビームエネルギー
の 4 乗に比例して増大する放射光の強度が著しく
大きくなり、それを緩和するためにはビーム軌道
の径を、エネルギーの 2 乗に比例して大きくする
のが最適設計とされていたからである。この条件
では、トリスタンのリング直径は 3 km となる。そ
れでもなお、平均直径約 1 km のリングの建設に、
踏み切ったのは、次のような対策によって、膨大
な量の放射損失という困難に、対処できるとした
ためである。主な要素としては、リングの 四か所
に非常に長い直線部（200 ｍ）を配した独特のリン
グ形状に加え、トリスタン加速器の要である高周
波加速システムについて、超伝導型など新しい高
電界加速空洞や、高周波源としての 1 MW クライ
ストロン管の開発などがあげられるであろう。
　トリスタンの加速器システムは、30 GeV ビーム
衝突リング MR （Main Ring、周長 3 km）と 8 GeV 
入射蓄積リング AR （Accumulation Ring、周長 
375 ｍ）で構成される。なお、AR への電子、陽電
子の入射器としては、既に PF のために建設されて
いた、2.5 GeV リニアックが利用された。
　AR の建設は 1980 年に、さらに、MR の建設も
引き続き、1981 年に始まった。いかに日本経済が
バブル成長の時代であったとしても、総額が千億
円に近い超大型計画が、このようなスピードで進
展するとは予想できなかったので、加速器の設計・
建設グループの忙しさは、並大抵のものではなかっ
た。
　トリスタンの建設は順調に進み、AR は 1984 年、
MR は 1986 年に完成した｡  MR の電子 ･ 陽電子
衝突エネルギー（30 GeV-30 GeV）は、完成時は世
界最高であったが、1989 年、 CERN に電子 ･ 陽電
子リング LEP （46 GeV-46 GeV）が建設され、その
座を譲った。ビーム衝突リングの最も重要な加速
器性能は、ビーム衝突によって起こる素粒子反応
の頻度であり、それに関係するパラメーターとし
てルミノシティーという量が使われる。トリスタ
ンは完成後まもなく設計通りのルミノシティーを
達成し、直ちに内外の研究者 4 グループによる共

同利用実験が始まった。リングの四か所に設けら
れた衝突点には、夫々 VENUS、TOPAZ、AMY、
SHIP という名称のビーム衝突観測装置が設置さ
れ、トップクォークやその他新しい素粒子反応の
検出が試みられた。
　しかし、残念ながらトップクォークは発見され
ず、存在するとしても、その質量は、トリスタンの
エネルギーをはるかに超えた領域であろうという
ことが判明した。実際、後にトップクォークは、フェ
ルミ研究所の陽子・陽子衝突リング TEVATRON 
で発見され（1995 年）、その質量は 170 GeVc-2 で
あった。その後トリスタンによる実験は、1995 年
まで続けられ、主に QCD （量子色力学）、特にクォー
クの間に働く力の性質について重要な新しい知見
を生み出した。
　一方加速器としては、トリスタンによって、衝
突ビーム加速器について、多くの技術的またビー
ム物理上の成果が得られた。特に加速器技術では、
世界初の大規模超伝導加速空洞システムや、衝突
点の両側におかれた高磁場勾配の超伝導四極磁石
の開発などがあげられる。またビーム物理の面で
は、軌道設計やビーム力学研究のための、非常に
広い用途をもつ計算機プログラム SAD （Strategic 
Accelerator Design）が開発された。

5.	B	ファクトリー（KEKB）計画
　KEK の B ファクトリーについては、過去に何度
か検討されたいきさつがある。最初は、トップ
クォーク探索のために電子・陽電子ビーム衝突リ
ングを建設するトリスタン計画が提案された際 
（1980 年頃）、研究者の一部に、ビーム衝突装置の
経験が無い段階で、突然、当時としては世界最高
エネルギーの研究施設を建設するのは大きなリス
クが予想され、むしろ規模が手頃で、研究目的も
はっきりしている B ファクトリーにすべきではな
いかという議論があった。しかし、最終的には、
入射蓄積リング（AR, 8 GeV）と電子・陽電子ビー
ム衝突リング（MR, 30 GeV）で構成されるトリス
タン計画が 1981 〜 82 年に認められ、B ファクト
リーの話は立ち消えとなった。
　一方では、AR 完成から MR 完成までに時間が
空く場合も考え、AR でも B 粒子物理のための電
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子・陽電子衝突実験ができるよう、建物や加速器
は設計されていた。なお一部の実験研究者の間で
は、トリスタン完成後も、AR を B ファクトリーと
して利用する計画が、真剣に考えられていたよう
である。
　B ファクトリー構想が再浮上したのは、トリス
タンではトップクォークを観測できなかったこと
に加え、三田教授が、小林 ･益川理論の帰結として、
B 粒子系での大きな CP （荷電と空間の反転）対称
性の破れの発現可能性を示したことがあげられる。
　丁度その頃（1987 年） B 中間子の崩壊で、CP 対
称性の破れを正確に測定する手段として、異なる
エネルギーの電子と陽電子を衝突させる、非対称
エネルギー B ファクトリーが提案された。この
場合、電子と陽電子の重心系が、実験室系で動い
ていることが重要である。この実験を、最初に提
案したのは、LBL の P. Oddone 教授ということ
になっている（他のところでも同様なことが、考
えられていたという説もある）。この案を受けて、
KEKB をはじめ、B ファクトリーを検討していた
世界の研究者グループは、一斉に実現に向けて動
き出し、それらの中では日本の KEKB 計画と、米
国の PEP-II計画（SLAC ‒ LBL 連合）が、建設予
算の獲得に成功した。
　KEK では、1989 年に、B ファクトリーについ
て、具体的な検討作業を行うためのタスクフォー
スが形成された。そこで最初に提案されたのが、
周長約 1.2 km のトンネル新設を含む、3.5 GeV と 
8 GeV の非対称エネルギー電子・陽電子ビーム衝
突リングである。しかしこの時期、大型の施設整
備計画は非常に困難であることが判明し、結局は、
MR の施設・設備を最大限に流用する案（総予算約 
380 億円）がまとまった。これは、直ちに５年計画
として概算要求され、1993 年に文部省の承認が得
られた。
　Ｂ ファクトリーの建設は、1994 年に始まり、ト
リスタンリングを 8 GeV 用とし、さらに既設リン
グと並ぶ形で 3.5 GeV リングが新設された。同時
に、ビーム衝突実験のための測定器、BELLE の建
設も並行して進んだ。計画推進にあたり、加速器
に求められた性能仕様のうちで、最も実現困難と
されたのは、世界的にも達成されたことがないレ

ベルのルミノシティー 1×1034 cm-2・s-1 である。こ
れは、予想された CP 対称性の破れが、有意に観
測できるという条件から設定された。しかしこの
数字は、トリスタンの 4×1031 cm-2・s-1 と比較し
て桁違いに大きく、そのために必要な衝突リング
のビーム電流は、アンペアレベルに達する。この
ような大電流を蓄積・貯蔵する衝突リング自体に
は、多くの解決すべき課題が存在したが、一方こ
の大電流ビームを供給する入射器システムをどう
するかも大きな問題であった。当初はトリスタン
と同様 , AR をブースターとして使う案が検討され
た。しかし、入射リニアックから B ファクトリー
リングに、直接入射する方が、ビーム蓄積の効率
が良いことは明らかであったので、1992 年に、入
射リニアックシステムを、全面的にアップグレー
ドすることとなった。それはトリスタンでは、電子、
陽電子ともに 2.5 GeV であったビームエネルギー
を、電子は 8 GeV, 陽電子は 3.5 GeV に、また、パ
ルス当たりのビーム強度を、電子 0.32 nC、陽電子 
0.032 nC から , 電子 1.28 nC、陽電子 0.64 nC に
増強することであった。
　この要求に対応するためにとられた主な処方は、
エネルギー増強のためにリニアックの全長を約 1.4
倍、敷地が許す限界まで延長し、さらに加速の電
界強度をそれまでの約 9 MVm-1 から約 20 MVm-1 

に上げる、一方ビーム強度を大幅に増すために、
加速の繰り返しをそれまでの 25 Hz から 50 Hz 
に、また特に大幅な強度増大が必要な陽電子につ
いては、生成のための電子ビームエネルギーをそ
れまでの 0.25 GeV から 4.5 GeV に上げることな
どである。
　Ｂ ファクトリー（KEKB）は、予定通り 1998 年
に完成した。ほぼ所定のルミノシティーが得られ
たので、1999 年から BELLE 測定器による実験が
始まり、2001 年には、B 粒子崩壊における CP 対
称性の破れの検証に成功した。
　一方、米国の SLAC でも、KEKB と同様の B ファ
クトリー計画（PEP-II）が進められており、そちら
でも KEKB と、ほぼ同時に、CP 対称性の破れが
観測された。そのため、KEKB と PEP-II が、実験
結果を同時に発表するという極めて珍しいケース
が生まれた。
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　ここで、上に述べたような計画立案や以降の建
設からコミッショニングに至る間の様々な出来事
を振り返ると、少しでも問題の解決、或いは対処
に手間取ったりしていたら、SLAC の後塵を拝する
ことになった訳で、危ない橋を渡るような状況を、
よくこう何度も乗り越えてこられたものだとの感
が深い。実際、計画をスタートさせようとしてい
た 1990 年代の初め頃には、C. Rubbia 教授（当時 
CERN のディレクター）をはじめ、何人かの著名
な外国人研究者から、PEP-II との競合について、「世
界に誇る加速器研究の実績を持つ SLAC - LBL 連
合と先を争うのは、賢明とは思われぬ」という忠
告をいただいた。しかし実際には、KEKB は、予
定通り完成し、CP 対称性の破れの検証も、むしろ
わずかではあるが、SLAC に先んずることができ
た。筆者自身は、この計画は、KEK 加速器グルー
プの力を、世界に強く印象付けることができ、大
成功であったと評価している。最後に、この成功
が、小林、益川両氏のノーベル物理学賞受賞（2008
年）に少なからず貢献したことを、付け加えておき
たい。

6.	J-PARC	計画
　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）が共同で建設
した、陽子加速器研究施設である。J-PARC は、
Japan Proton Accelerator Research Complex の略
称である。施設は、初段の 400 MeV リニアック 
（全長 300 ｍ、繰り返し 25 Hz）、速い繰り返しの 
3 GeV シンクロトロン（RCS、周長 300 ｍ、繰り返
し 25 Hz）、最終段の 30 GeV シンクロトロン（MR、
周長 1600 ｍ、繰り返し〜 0.3 Hz） で構成される。
設置場所は、JAEA の東海研究所であり、2001 〜
2008 年に建設された。本施設は、共同利用研究の
ための組織として、KEK と JAEA のもとに設置さ
れた「J-PARC センター」によって運営されている。
改めて J-PARC を振り返ると、この計画が、あの
複雑な共同建設のプロセスを乗り越え、よく実現
できたものである。関係した方々の、並々ならぬ
熱意が実ったということであろう。
　J-PARC の前身は、KEK の大型ハドロン計画と 
JAEA のオメガ計画である。前者は、もともとは、

ハドロン加速器を中心に、原子核並びに関連分野
の研究を目的とした、東京大学原子核研究所の計
画であり、一方後者は、大強度中性子ビームによる、
高レベル放射性廃棄物の処理（核消滅）やその資源
化を目指した JAEA の陽子加速器計画であった。
　当時（2001 年の省庁再編前）、KEK は文部省、
JAEA は科学技術庁に属し、ともに大強度の陽子加
速器を含む計画であったため、互いに競合するこ
とになった。そこで研究目的は異なるものの、計
画実現のために、両計画の統合が求められた。こ
のあたりの事情は、菅原 元・KEK 機構長による詳
しい解説が、2011 年の日本物理学会誌 第 65 巻、
第 1 号に掲載されている。この中には、1998 年 2
月に行われた菅原 KEK 機構長と松浦 JAEA 副理事
長の対談が再現されており、J-PARC 実現へ向け
た両機関の主張が、よく分かる。いずれにしても、
J-PARC が省庁再編のある種象徴的役割を果たした
ことは間違いないであろう。
　計画の統合を難しくした要因は、多々あったが、
最も厄介なこところは、KEK が、原子力研究には
協力しないことを、不文律としていたことである。
この問題の解消には、やや手間取った記憶がある。
最後は、JAEA が、核消滅計画のためには、別途専
用施設をつくるとして、J-PARC から核消滅を外す
ことで決着が付いた。
　最後に、KEK にとって、J-PARC 計画のもとに
なった、大型ハドロン計画について、簡単に触れ
ておきたい。大型ハドロン計画の、そもそもの始
まりは、1978 年頃に、原子核研究分野の将来計画
として、東京大学原子核研究所（INS）で立案され
たニューマトロン（NUMATRON）計画である。計
画の主たる目的は、ウランに至る重元素を、核子
あたり 1 GeV に加速し、重イオンのビーム衝突な
ど、核物理に関する先端的研究を行うということ
であった。しかし本計画は、KEK のトリスタン計
画と競合、結局幻の計画に終わった。それでもな
お、原子核分野の研究者は、核物理に関する先端
的研究へのこだわりが強く、1983 年頃に、ハドロ
ン加速器を中心施設とする、大ハドロンと呼ばれ
る計画を提案、東京大学原子核研究所を軸に、計
画の推進を図った。しかし1997年に、高エネルギー
物理学研究所と東京大学原子核研究所が統合され、
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高エネルギー加速器研究機構（KEK）となった結果、
本計画も KEK の計画として位置付けられ、大型ハ
ドロン計画として再定義された。
　大型ハドロン計画の加速器構成は、1 GeV 陽子
リニアック、2 GeV 大強度シンクロトロン、ビー
ムストレッチャーシンクロトロン、12 GeV シンク
ロトロン（KEK-PS をグレードアップ）である。実
験室は、研究目的に応じてそれぞれアレナと称す
る実験スペースに分けられる。それらは、K 粒子の
稀崩壊実験や、ハイパー原子核実験などを行う K 
アレナ、ミュオンなどを用い、中間子科学の研究
を行う M アレナ、大強度の中性子ビームを利用し、
主に物質科学研究を行う N アレナ、大強度陽子加
速器と重イオン加速器を結合して、多種の短寿命
不安定核ビームを生成、超重元素の合成や天体核
現象の研究を行う EN （Exotic Nuclei）アレナであ
る。これらの計画は、勿論 J-PARC に引き継がれ、
実現をみた。現在の J-PARC にはさらに、ニュー
トリノ実験施設と核変換実験施設が付置されてい
る。一方、加速器計画としてみた場合、技術的に
非常に難しいと予想されたのは、N アレナ研究者
の 3 GeV RCS に対する大ビーム出力（1 MW）の
要求である。しかし J-PARC の加速器グループは、
これを見事に達成し、類似の米国 SNS 計画（オー
クリッジ国立研究所）と成果を競っている。

7.	高エネルギー加速器科学研究奨励会（FAS）
　本会の目的は、加速器科学の研究に対する助成
や成果への褒賞などを通して、加速器科学の振興
を図ることである。本会には、外部有識者と本会
役員によって構成される評議員会、理事会、な
らびに褒賞候補の選考などを行う選考委員会が
設けられ、本会の運営にあたっている。FAS は、
Foundation for Accelerator Science の略称である。
KEK-PS が完成した 1976 年当時、日本において、
加速器科学は、未だ研究分野としての位置付けが、
確立されておらず、加速器研究が、各種研究助成
制度や褒賞制度の対象となることは殆どなかった。
しかし KEK-PS によって大規模な加速器研究者集
団が生まれ、世界レベルの研究成果が出始めると、
加速器研究のための助成や褒賞の制度に対する期
待が高まり、このような要望に応えるための組織

として、本会が設立された（1977 年）。
　設立当初は、KEK に設けられた任意団体であっ
た。翌年、文部大臣認可の財団法人に移行し、さ
らに省庁再編に伴い、2011 年には総理大臣認可の
公益財団法人となった。なお、財団法人としての
本会には、一定規模の基本財産を持つことが求め
られるが、設立当時、KEK 首脳部は、民間企業に
寄付をお願いする形でこれを集めたようである。
　現在、本会の主たる事業は、研究助成、褒賞授
与、加速器科学に関する講演会の開催、加速器ス
クール（OHO セミナー）の KEK との共催などであ
る。また、本会の活動や加速器科学の動向などを、
広く紹介するため、小冊子「FAS だより」を、年
2 回ほど発行している 。褒賞の名称について、制
度を始めた 1981 年頃には奨励賞と呼んでいたが、
1990 年頃からは、加速器科学で大きな業績をあげ
た研究者の名前を冠することに変更し、現在は、
西川賞（先端的加速器開発）、小柴賞（粒子観測用測
定器開発）、諏訪賞（長期にわたる加速器科学研究）、
熊谷賞（民間企業における加速器科学研究）が、設
けられている。
　最後に、運営予算について触れておく。民間企
業を賛助会員（協賛企業）として受け入れるという
制度をつくり、参加企業にお支払いいただく年会
費を、事業の運営に充てている。賛助会員の特典は、
本会事業である加速器スクールや講演会への特別
参加と、本会発行の小冊子「FAS だより」の特別
配布である。

8.	おわりに
　加速器計画を中心に、KEK の 50 年を振り返っ
てみた。大型の加速器を主要設備とする研究機関
については、昔から、加速器建設を、絶えること
なく続けて行くことが必須であり、それが止まる
と、次第に活力を失って行くと言われている。こ
れまで述べてきたように、KEK は、まさにこの条
件を満たすべく、途切れることのない加速器建設
計画に恵まれ、大きな発展を遂げた。現在 KEK で
は、数百 GeV の電子・陽電子ビーム衝突実験を目
指す、直線衝突型加速器（リニアコライダー）の実
現に向けた、国際的な建設計画の策定が進められ
ている。
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　一方欧米においては、大型加速器を持つ高エネ
ルギー物理学の研究所が、多数見受けられた時期
もあった。しかし現在では、スイスに CERN、米
国にフェルミ研究所のみが残されている。即ち、
大型加速器を持ち、活発な研究活動を行っている
のは世界では、欧米の 2研究所と KEK の 3 機関の
みである。このような加速器科学の状況をみると、
今後、KEK には、ますます大きな国際的役割を果
たすことが、求められるであろう。

KEK の 50 年―加速器計画を振り返る― 
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思い出すこと
小林　誠 

KEK 特別栄誉教授

　私が理論部門の助教授として KEK に着任したの
は 1979 年の 7 月であった。夏休みのため、理論は
全員出払っていて、留守番が初仕事であった。当
時の理論のメンバーは菅原さん、湯川さん、福来
さん、菅本さん、そしてほぼ同時に着任した吉村
さんであった。理論部門の居室は、すでに 2 号館
から研究本館の 2階に移っていた。
　KEK にはこれより前にたびたび来ていた。最初
は 1975 年で、陽子シンクロトロンの完成前であっ
たが、すでにトリスタン計画が構想され、その物
理に関する第一回のワークショップが開催された
時であった。会場の 2 号館の建物はきれいだった
が、管理部も宿泊施設もゴルフコース時代の名残
であるクラブハウスと称する建物に在った。その
後、何度も来るうちに、次第に整備されたが、週
末は食堂が休みで、朝食を求めて筑波大学まで行っ
た記憶がある。
　トリスタンは当初、陽子、電子、陽電子の三本
のリングを作るという構想であった。しかし、着
任後まもなく、フェイズ 1 として電子・陽電子衝
突を目指すこととなり、そのためのワーキンググ
ループのメンバーに加わることになった。ワーキ
ンググループでは「高エネルギー物理学研究所加
速器拡充計画 －トリスタン I の設計研究－」とい
う冊子を作ったが、その物理部分の原稿を書いた。
　トリスタン建設は 1981 年に正式にスタートし、
この年、尾崎さんがブルックヘブンから帰国し、
物理系主幹になった。1983 年にはトリスタン建設
も佳境に入り、尾崎さんはトリスタン推進部総主
幹に、物理主幹には菅原さんが就任した。
　当時の理論グループはまだそれほど大きくはな
く、アットホームな雰囲気であった。研究本館の
1 ユニットの部屋をサロンと称するお茶飲み部屋
にしており、暇があればここで雑談を楽しんだ。
ジャーナルクラブと呼んでいた文献紹介も、この
部屋でリラックスした雰囲気で行っていた。報告
者はレジュメを用意してくる習慣であったが、質

問や議論で予定通り進まず、昼食のためしぶしぶ
終わるのが常であった。
　この頃のこととして思い出すのは、昼食の後、
食堂からの帰り道に、計算センターの三浦さんの
部屋に集って、コーヒーを楽しんだことである。
常連の多くは理論のメンバーだったが、加速器や
実験グループ、ビジターの人も顔を出し、貴重な
情報交換の場となっていた。
　私は、1982 年の 11 月から 3 ヶ月間 CERN に滞
在した。ちょうどこの間にウィークボソンの発見
があった。発見の噂は CERN の中に拡がっていた
が、帰国間近の 1 月下旬に、UA(1) と UA(2) のセ
ミナーが二日続けて開かれた。床に座り込むほど
オーディトリアムを埋め尽くした聴衆の一人とし
て報告を聞いた。
　個人的な思い出であるが、CERN に出かける少
し前に、桜井純さんがKEKにしばらく滞在された。
KEK の後 CERN に行くということであったので、
CERN での再会をたのしみにしていた。ところが
私が CERN に着くと、前日に桜井さんがアパート
で亡くなっているのが発見されたということで大
きな騒ぎになっていた。数日後に追悼の集まりが
あり、これに出席し、短いスピーチをした。忘れ
られない出来事である。
　陽子シンクロトロンは、最先端とはいいがたい
エネルギーのため苦戦していたが、実験グループ
は真摯に取り組んでいた。私は PS-PAC （陽子加速
器共同利用実験審査委員会）のメンバーを一期だ
け務めた。実験課題の審査を実際に体験し、実験
家にとって実験時間の確保がいかに重要かを学ん
だ。ある実験の延長をめぐって深夜まで議論した
こともあった。
　私は一度だけ PS を使ったテスト実験に参加し
たことがある。宇宙線研の明野観測所でヘリウム
ガスを封入したディテクターにより磁気単極子を
検出しようというもので、そのディテクターのテ
ストであった。磁気単極子によるヘリウムの励起
はドレル・メカニズムと呼ばれているが、同じア
イデアを荒船さんと議論していて論文を書こうと
していたところ、ドレル達に先を越されたという
ことがあった。これもあって、KEK からの協力者
を求められたとき、手を挙げたものである。名ば
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かりの協力者であったが、徹夜の実験を経験した。
この夜は、記録的な積雪で、翌朝、雪にハンドル
を取られながら、ノロノロと帰宅したことを記憶
している。
　1986 年にトリスタンが完成し実験が始まった。
トリスタン建設に伴い、KEK の規模は急速に大き
くなり、1987 年には、トリスタン研究推進部が廃
止され、物理第一研究系、物理第二研究系という
体制となった。理論部門も次第に大きくなり、着
任当時のほぼ 2 倍になっていた。この後、私の生
活は大きく変わった。1989 年に西川所長に代わり、
菅原さんが所長に就任した。これに伴い、私は物
理第二研究系の主幹になり、居室も研究本館から、
3号館に移った。理論は第一系に所属していたので、
いささか変則的ではあったが、運営は岩田総主幹
のもとで、二人の主幹に実験企画調整室長を加え
た主幹団による合議で行っていたので、何とか乗
り切ることができたように思う。
　当時、トリスタンは期待されたトップクォーク
の発見の望みは絶たれて、統計精度を稼ぐための
ルミノシティランに入っていた。代わって、トリ
スタン以後をどうするかが検討され、1990 年には
B ファクトリー計画が正式にスタートした。この
頃、毎年、信州あたりで合宿して、B ファクトリー
を基礎から勉強した。避暑を兼ねたこの企画は人
気があり、全国から参加者があった。
　B ファクトリーについては、トリスタン建設時
からすでに AR を使った B ファクトリーのアイデ
アがあったが、非対称 B ファクトリーの議論が始
まったのは 1987 年ごろのことであったと思う。た
だし、今のプランに至るまでに、多くの紆余曲折
があった。結局、周長の違うリングでは不安定に
なるという平田さんの議論や、新しいトンネルは
経費が掛かりすぎるということで MR トンネルに
二つのリングを入れることになったと理解してい
る。
　ビームエネルギーに比べてトンネルが大きすぎ
るという懸念があったが、結果的には、様々な装
置を設置するスペースが確保できることになり、
SLAC を凌ぐ高い性能を達成するのに大いに貢献し
たようだ。粒子を貯めるために入射時間が長くな
るという欠点も、継ぎ足し方式が確立してからは

問題ではなくなった。
　この間、1997 年に、東京大学原子核研究所およ
び東大理付属中間子科学研究センターと統合され、
高エネルギー加速器研究機構となった。2003 年、
戸塚さんの機構長就任と同時に、素粒子原子核研
究所の所長になった。翌年に、大学共同利用機関
の法人化を控えたあわただしい時期であった。法
人としてスタートするまでに様々な規則類を用意
する必要があり、私は人事タスクフォースの座長
をすることになった。
　法人化については、これより数年前、国立研究
所をはじめとする多くの機関が独立行政法人にな
るのに併せて、大学共同利用機関も法人化すると
いう動きがあった。この時、共同利用機関の間で
連絡組織を作って情報収集にあたることになり、
KEK から私が参加した。このおかげで、法人化に
ついてある程度の知識はあったが、民間企業並み
の労務管理を求められる人事関係はなかなかむつ
かしい課題であり、中でも就業規則作りには苦労
した。
　焦点の一つは助手の処遇に関するものであった。
トリスタン建設時に採用された多数の助手の多く
がそのまま在籍しており、大学院重点化などの恩
恵を受けなかった KEK にとっては構造的問題と言
えるものであった。この問題は結局、法人化後ま
で持ち越すことになったが、上位ポストを作って
問題の緩和を図る方針で進んだ。ただ、学校教育
法にある講師という名称は、講義を行わない研究
所にはふさわしくないということで、研究機関講
師という名称を編み出して何とかまとまった。
　こうして、2004 年 4 月に国立大学とともに法人
化され、大学共同利用機関法人高エネルギー加速
器研究機構となった。法人の役員としては理事で
あるが、理事と所長を兼任することになった。法
人化前の 1 年を含め、所長在任中の 3 年間に様々
なことが起こった。
　この間、B ファクトリーの運転は順調で、これ
には大いに助けられた。毎年、予算編成時に、重
要事項については総合科学技術会議でヒアリング
が行われていた。所長になって、B ファクトリー
についてのヒアリングには私が出ることになった。
当時、B ファクトリーは実験成果も上がっており、

思い出すこと
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運転も好調であったので、厳しい質問が出ること
もなく乗り切ることができた。
　PS では、1999 年よりニュートリノを神岡の
スーパーカミオカンデに送る K2K 実験が始まっ
ていた。世界初の加速器による長基線ニュートリ
ノ振動実験であった。J-PARC への移行のため PS 
シャットダウンのスケジュールを議論している最
中の 2004 年に、ニュートリノビームラインのホー
ンの故障が起こり、K2K 実験はそのまま終了せざ
るを得なかった。PS の共同利用実験の終了は 2005
年の末のことであった。
　この時期、J-PARC の建設の最盛期であったが、
当時頭を悩ませたのは、完成後の運営体制に関す
る問題である。日本原子力研究所（2005年 10月以
降は日本原子力研究開発機構）との共同事業であ
ること、サイトが 2 ヶ所になることに伴う所内の
運営体制などが絡まり、様々な意見が飛び交う錯
綜した状態であった。ようやく J-PARC センター
が発足したのは、私の退職直前であった。
　日米科学協力事業についても触れておく。「日米
科学技術協力協定」を親協定として、高エネルギー
物理学分野の日米事業が 1979 年にスタートした。
この事業のもとで、多くの研究成果が生まれたが、
それについては他の方の記事に譲ることにして、
ここでは私が直接関わったことに限る。事業の予
算や重要事項は、毎年開かれる日米合同委員会で
決定されることになっており、その共同議長は日
本側が高エネルギー研所長（機構になってからは
素核研所長）、米国側が DOE の担当部長というや
や非対称な構造になっていた。委員会は日米で交
互に開催されていたが、私が所長の間の二回は TV
会議で行うことになった。（三回目は親協定の改定
が難航して、私の在任中には開かれなかった）何
か所ものステーションを結んでの TV 会議の司会
には苦労した。日米事業の評価にも関わった。一
度目は評価委員として、二度目は所長として評価
をお願いする立場であった。いずれも現地調査の
ために、米国を横断して、BNL, FNAL, SLAC を
訪問した。多彩な顔ぶれの評価委員の方々との旅
行は楽しい思い出でもある。
　大学院教育をめぐってもいろいろなことがあっ
た。当初から、大学院生の受託制度により、大学

に所属する大学院生を預かって教育を行っていた。
この制度で、一つ問題になったことは授業料に関
することであった。国立大学に所属する学生につ
いては、無料であったが、公私立大学の場合は、
所属する大学の授業料に加えて国に授業料を払う
必要があり、私立大学から強く改善を求められた。
そもそも研究所は当初、国立大学共同利用機関で
あり、国立大学を対象にした組織であった。名称
から「国立」がとれたのは 1989 年のことで、授業
料問題もこれに連動して解消したと思う。
　大学共同利用機関を基盤として、総合研究大学
院大学（総研大）が創設されたのは 1988 年のこと
であったが、素粒子原子核分野が参加したのはか
なり後のことであった（1999年）。これはこの分野
のコミュニティに、共同利用研生え抜きの学生は
作らないという考え方があったためである。2004
年に総研大も法人化されたが、これと同時に数物
科学研究科が 3 研究科に分かれ、高エネルギー加
速器科学研究科が誕生した。それまで東条会館で
行われていた大人数の研究科の会議が KEK のキャ
ンパスで行えるようになった。高エネルギー加速
器科学研究科の 5 年一貫教育がスタートしたのは
私が退職した翌年からであった。
　2006 年 3 月末、戸塚機構長の退職と同時に、
KEK を退職した。私は、研究者としての生活の半
分以上を KEK で過ごしてきた。後半は研究に没頭
したとは言い難いが、刺激の多い研究環境で過ご
すことができたことは幸運であった。もちろん、B 
ファクトリーの実験成果なしには私のノーベル賞
受賞もなかった。KEK 関係者、そして B ファクト
リーに携わられた人々に心より感謝の意を表した
い。

第３章　思い出文章集
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核研、KEKでの思い出
髙﨑 史彦 

KEK 名誉教授

　KEK の 50 周年に寄せて、思い出すことなどを
核研時代の経験も含めて並べてみる。

1.	大学院生時代（原子核研究所での実験）
　東大理学部（本郷）や原子核研究所（通称「核研」）
の、藤井忠男、小柴昌俊、菅原寛孝、荒船次郎といっ
た先生方に教えられながら、大学院時代を送った。
核研には 1.3 GeV の電子シンクロトロンがあり、
加速された電子から制動輻射で得られるγ線を用
いた実験が多く行われていた。そこでの実験で学
位を得るべく日本に各地から学生が来ていたが、
その仲間に加わることになった。当時、核研には
そうした学生や他の大学の人たちのたまり場があ
り、なぜかそれは“すみれ”と呼ばれていた。そこ
に毎晩のように集まって自分たちで晩飯を作って
食べた。吉岡正和さんにお世話になった記憶があ
る。
　核研での実験結果をまとめて「180°におけるπ
中間子光発生」という論文を書き学位を得た。ま
たこの内容は「素粒子論研究 Vol. 43 （1971） B26」
においても発表することになった。

2.	KEK	ができてからの思い出
2-1.	12	GeV 陽子加速器
　もともとアメリカのブルックヘブン国立研究所
（BNL）の加速器（通称AGS）をエネルギー的に凌
駕するような 40 GeV クラスのエネルギー規模の加
速器を日本に建設しようという動きがあった。し
かし、国から承認された建設費は期待よりも非常
に少なく、完成した加速器は 12 GeV の陽子シン
クロトロンであった。最先端での素粒子実験を行
うには物足りなかったが、12 GeV であっても低い
エネルギーの素粒子反応の研究はできるであろう、
と気持ちを切り替え、新しく筑波研究学園都市に
できたこの研究所に赴任した。初期の頃は上野か
ら土浦まで鉄道で来て、土浦からバスで研究所に

乗ってやっと研究所に着いた。竹園に官舎ができ
てからはそこから通勤することができるように
なった。また、研究棟ができるまでは敷地内にあっ
たゴルフ場のクラブハウスで仕事をした。
　思い出すままに当時（陽子加速器の前期）行わ
れた実験を並べてみると、
• 陽子シンクロトロンの中に置いた標的（内部標
的）に陽子ビームを当てて得られる粒子を用い
た測定装置開発実験（髙﨑史彦ほか）

• K+ 中間子の稀な崩壊の実験（長島順清ら）
• 大型スペクトロメータ（図 1 参照）を用いた
K+ ビーム実験（髙﨑ら、BNL の尾崎敏先生の
ご指導の賜物）

• レプトンを直接的に作り出す反応の実験（美甘
昭司ら）

などがある。

2-2. トリスタン計画
　加速された高エネルギー粒子のビーム同士を衝
突させて行う実験（衝突型加速器による実験）で
は、静止した標的（固定標的）に高エネルギーの
粒子ビームを当てて行う実験に比べて圧倒的に高
い重心エネルギー状態を実現することが可能であ
る。12 GeV の陽子を用いた実験の次の計画として、
KEK はこの衝突型の素粒子実験を行うことを選び、
「トリスタン計画」と名付けた。
　具体的には電子と陽電子の衝突が可能な加速器
を建設するプログラムを選択し、それは敷地いっ
ぱいの大きさ（つまり可能な限り高いエネルギー）
の加速器を建設したが（図 2 参照）、それはトップ

図 1　�大型スペクトロメータ "TELAS'' の前で実験打合せを
行う筆者（中央 ）．

核研、KEK での思い出
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クォークなどの新粒子発見を目指すものであった。
実際に建設されたのはビームあたり約 30 GeV （つ
まり重心系エネルギーにして 60 GeV）の加速器で
あった。1)

　1980 年から建設を行なったが、その加速器は地
下に掘られたトンネルの中に設置され、4 か所の
ビーム衝突点には 4 つの測定器が設置された。大
型の測定器として VENUS, TOPAZ, AMY の３基
があり、小型のものがひとつ SHIP があった。大
型の測定器には粒子の運動量測定のための超伝導
ソレノイド磁石が設置され、その中に飛跡検出器
（ドリフトチェンバー、Time Projection Chamber 
= TPC）が設置されていた。
　残念ながら、目指したトップクォークはトリス
タンで得られるエネルギーに比較して圧倒的に高
い質量をもち、LEP （ジュネーブ近郊にある CERN 
にあった電子・陽電子衝突型加速器）でも発見でき
ず、1994 年になって、Fermilab の Tevatron に設
置された測定器で発見されることになる。

2-3.	CP 対称性の破れの研究
　1960 年台にアメリカで発見された CP 対称性の
破れを説明するメカニズムとして、1973 年に小林
誠博士と益川敏英博士が提唱した理論があった（い
わゆる「小林 -益川理論」）。三田一郎博士らは、こ
の理論の正しさを検証するためには、B 中間子と反
B 中間子の対を大量に作り出し、互いに反粒子の関
係にある二つの中間子の振舞の違いを精密な実験
で調べ上げるのがよい、という趣旨の論文を発表
した。B中間子対をつくるには

e- + e+ → γ →  →  + 

なる反応が使われる。

　この提唱を受け、B 中間子対を大量に作り出す加
速器（いわゆる「B ファクトリー」）を建設しよう
という計画が世界のいくつかの研究所から提出さ
れた。そのうち、KEK と SLAC の計画の実行に移
されることになった。

1)　 後に超伝導加速空洞を投入し、最高のエネルギーはビームあたり
32 GeVに達した。

　しかし、解決すべき問題は B 中間子が約 1.5 ピ
コ秒という短い平均寿命をもつことであった。こ
の寿命の短さは、上の式つくられた B 中間子崩壊
現象が非常に狭い領域で起きてしまうことを意味
していた。つまり、この実験が技術的に非常に難
しいと言うことである。この困難に立ち向かうた
めに出されたアイディアが、 B 中間子対を少し「走
らせて」つくることである。このテクニックにより、
「走る粒子」がおこす現象の時間情報の違いを位置
情報の違いとして観測することができるのである。
そのためにはエネルギーが等しいビームを衝突さ
せるわけにはゆかず、8 GeV の電子と 3.5 GeV の
陽電子からなる衝突型加速器（KEKB と名付けられ
た）を建設することになった。

図 2　�KEK� の敷地の中� ギリギリに建設されたトリスタン加
速器．

第３章　思い出文章集



KEK創立 50 周年記念誌 267

　ただし、この位置の検出はそれまでの技術では
及ばないような精密な測定が要求された。トリス
タン実験でも「バーテックス検出器」と呼ばれる
ものがあったが、それはワイヤーチェンバータイ
プのもので、とてもここでの分解能の要求を満た
すことはできない。そこで半導体を用いた格段に
性能のよいシリコン・バーテックス・ディテクター
が採用された。これは所内外のたくさんの人々の
協力により制作することが可能になった。このバー
テックス・ディテクターを含む最新技術の測定器
が建設され、「Belle 測定器」と命名された。
　もちろん加速器の開発も並大抵のものではな
かった。式 (1) の反応を極めて大量に起こさせる
ため、「ミリアンペア」ではなく、「アンペア」の
単位の蓄積電流をもつ加速器が必要となったので
ある。こうした大電流のストレージリングの設計・
建設、そして入射器である線形加速器の大改造が
行われた。

　測定器、加速器の両方での多大な努力の結果と
して、実験開始後数年して B 中間子と反 B 中間子
の振舞の違いを確認することができた。すなわち
小林 - 益川理論を検証することに成功したのであ
る。その最初の論文に載ったデータを図 3 に示す。
その論文の発表は 2001 年のことである。このこと
も後押しになり、2008 年小林・益川理論の論文は
ノーベル物理学賞を受賞することになった。
　Belle 測定器はその後もエキゾチック粒子の発見
などの成果を挙げ、2010 年 6 月に実験を終了した。
現在では、測定器、加速器ともにアップグレード
した SuperKEKB/Belle II 実験が行われている。

図 3　�Belle�が発表した最初の CP 対称性の破れのデータ．
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KEKにおける高エネルギー
原子核実験のはじまり

中井 浩二 
KEK 名誉教授

　KEK 開設 (1971 年) 以来 50 年の歴史の中で、
特に核物理、核化学、核医学などの周辺分野に広
がる高エネルギー原子核実験の展開について振り
返って論じる。

Big	Sharks	と	Small	Fishes
　1990 年頃にデンマークで開かれた OECD の 
Mega Science Forum に参加した。主題は大戦後
のヨーロッパ各地各国に建設された古い原子炉の
後継利用について話し合い、これらを一掃して大
型の中性子源を新設することであった。新しい方
向として高エネルギー大型加速器を用いた中性子
源が望まれた。そこで KEK 加速器のブースター利
用施設における豊富なビームの多彩な利用につい
て、特に中性子源の海外での成功を紹介した。私は、
新しく進む高エネルギー物理学研究との協調を説
いたつもりであったのに、座長を務めていた中性
子物理学研究者の大教授から「我々 Small Fishes 
は Big Sharks (高エネルギー研究者) と同じ海では
泳げない」という悲観的コメントをいただいて困っ
た。とりあえず「KEK の Sharks は mild だから良
いでしょう」と逃げた。

　KEK-PS の Booster ビームを使った中性子実
験や、TRISTAN 入射器による放射光実験には 
Sharks (高エネルギー研究者) のいない施設になる
ので問題はない、と説明すべきだったのでしょう。
むしろ、私の頭の中には KEK-PS での原子核実験
のことがあった。
　我が国で最初の高エネルギー加速器として KEK-
PS が建設され、ビームが最初に加速されたのは
1976 年であった。初めは 8 GeV であったがその年
のうちに 12 GeV までエネルギーが上がった。加
速ビームの調整が完了し、カウンター実験用のビー
ムが取り出されたのは 1978 年であった。
　カウンターホールには、K2, K3, K4, K0, π2, P1, 
T1 等のビームラインが設置され全国の大学から
高エネルギー研究グループが集まって実験を始め
た。まさに「Big Sharks (高エネルギー研究者) の
海」が出現したと言われるところである。しかし、
新しく始まる高エネルギー研究に立ち上がった人
たちにそんな失礼なことは言えるものではなく
「Small Fishes」と言われてもこの恵まれた環境で
高エネルギー原子核研究の道を拓くことに努めた。

πμチャンネル
　カウンターホールの整備が進行し、新設のビー
ムラインで実験が始まった頃のある日、突然に学
部学生の柴田利明君が KEK に π,μ中間子を取り
出すビームラインを建設する提案をもってきた。
　πμチャンネルとは、K2 ビームラインに寄生して 

図 1　�東カウンターホールの多彩なビームチャンネル．from�KEK-PS�1980’s�‒�A�Summary�of�experimental�Programs�at�
the�KEK-PS�in�1980’s．
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K 中間子生成標的からビームの横 90 度方向に放出
されるπ粒子を取り出す超小型のビームラインで
ある。
　東大医科研の医療用サイクロトロンの 21 MeV 
陽子ビームを使って、核分光実験を進めていた東
大理学部原子核実験グループにとっては大きな変
更であったが、若い諸君は喜んでビームチャンネ
ルの建設に専念し短期間で完工できた。
　πμチャンネルによるπ中間子ビームを用いた実
験の第１号は当時大学院生の小林俊雄君が行なっ
た (E65: π,μ中間子捕獲に伴う中性子 , γ線の測
定 1979/2/5 採択)。彼もその年の夏までは東大医
科研サイクロトロンの陽子ビームを用いた、イン
ビーム核分光実験で磁気能率の測定に活躍して居

たが、急遽 KEK のπ中間子実験に取り組むことに
なった。もともと優れた実験技術を身につけた若
手なので初めてのπビーム実験の中心人物として
期待された。
　実験はπ中間子を吸収した原子核の励起状態か
ら放出されるγ線の多重度を調べることにあった。
標的核を 8 基のγ線検出器 (直径 3㌅×長さ 3㌅の 
NaI シンチレーター) で包囲し、多重検出系によ
るデータを解析するうちに、小林君は多重度 1 と
2 の事象数の比較からπ中間子吸収断面積が求ま
ることに気づいた。この手法は極めて簡単であり、
低エネルギーπ中間子を 0 から 300 MeV のエネル
ギー範囲で Al, Cu, Au の原子核標的に吸収させる
実験に取り組み、数日で完了させた。データ解析

図 2　�πμチャンネル．from� M.� Taino’s� private�
communication．

図 3　�π�中間子吸収の断面積と�γ�線の多重度�（Al,�Cu,�Au�標的）．from�KEK-
PS�1980’s�-�A�Summary�of�experimental�Programs�at�the�KEK-PS�in�
1980’s．
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を含めても１週間で終わった。
　πμチャンネルの建設から成果発表まで数か月で
進めた一連の実験の進捗を身近で見ていたビーム
チャネルの田井野さんがこの仕事ぶりを高く評価
してくれた。PS 実験企画調整室の久寿米木室長を
はじめ KEK の多くの関係者からも高い評価と強い
支援を受けた。
　この頃、高エネルギー研究の共通課題はバリオ
ニュームやダイバリオンの探求で、意欲的な研究
実験が KEK ばかりでなく CERN や BNL など世
界中で研究が進められていた時期であった。とこ
ろが高エネルギー実験の成果は多くの努力にもか
かわらず否定的結果をうむだけという状況であり、
低エネルギーπ中間子実験の成果の方が良く見え
たようだった。本節の初めに紹介した中性子物理
の先生の言葉「我々 Small Fishes は Big Sharks (高
エネルギー研究者) と同じ海では泳げない」を思い
出す結果となった。KEK のカウンターホールでは 
Small Fishes が活躍する機会ができて高エネルギー
原子核実験の道が開けた時のエピソードである。
　小林君の実験には千葉順成君を始めとする強力
な参加者がいたが、実験の開始にあたって東工大
の千葉廉先生からπ原子核反応の研究に加わりた
いというお話があった。当然東工大のグープを歓
迎し共同実験を始めた。両大学の若手には実験技
術の開発・修練に強い意欲に満ちた人が多かった
ので、その後の高エネルギー実験を支える人材を
輩出する源の一つとなった。
　その後 πμチャンネルにおけるπ核反応研究の
主役は横田矗さんが中心となった東工大グループ
の手に移った (E110: π吸収による核内核子相関
の微視的研究 1983/4/20 採択等)。また、京大・
阪大・名大などの核化学グループの研究にも使わ
れてユニークな研究 (E126: π中間子原子の化学
1984/2/17 採択等) が多彩に展開し、πμチャンネル
は ‘Big Sharks’ を避ける ‘Small Fishes’ グループの
基地のようになった。
　高エネルギー実験の高い閾が解けた感じであった。

TRISTAN	計画
　1981 年に TRISTAN 加速器の建設が始まった。
日本の最高エネルギー加速器であった 12 GeV 陽

子シンクロトロン (KEK-PS) で CERN や BNL 等
の後を追ってきた高エネルギー研究者の永年の努
力が報いられる大事業であった。誰もがその成功
を期待した。
　TRISTAN 加速器の建設には 5 年を要し 1986 年
に完成したが、その間に種々な心配が語られるよ
うになった。その一つは原子核グループによる高
エネルギー重イオン計画をどうするかということ
である。これは後に論ずる。
　もう一つは TRISTAN 実現後の KEK-PS であ
る。巨額の TRISTAN 建設費を捻出する為に KEK-
PS をシャットダウンする可能性が噂になった。そ
れは絶対困るというので山崎敏光さん (核物理委員
長)と中井 (同幹事)が、西川哲治 KEK 所長と藤井
忠男東大教授 (高エネルギー委員長)に懇願した。
　西川所長のご決断により PS のシャットダウン
を避け運転を続けられることになった。その代り
山崎か中井が KEK に移籍するようにという条件が
ついた。東大の 3 人で話していたのは、山崎
→ KEK：中井→核研：永宮→東大理であったが、
結果はまるで違うことになった。山崎さんは、核
研所長に選ばれ、永宮さんには最も重要な東大理
に留まって優秀な学生を育ててもらいたいと考え
たのに、T.D. Lee 教授に招かれてコロンビア大教
授に行くことになった。全くお互いに話しあった
内容と違ってしまった。その結果 KEK には中井が
東大から移ることになった
　丁度 TRISTAN の建設が始まった時で BNL か
ら尾崎敏先輩が帰国し、TRISTAN 計画のリーダー
としてトリスタン推進部総主幹に着任されていた。
色々な面でアメリカ風のやり方が目立つ方だと
思っていたが、私が東大から移籍した機会に歓迎
パーティを企画して下さった。そこで、TRISTAN 
についてスピーチするようにと言われたので日頃
から考えている事を次のように話した。
「多くの研究者は世間をおどして資金を得ている；
・ ガンになりますよ
・ エネルギーが無くなりますよ
・ 地震がきますよ
しかし、TRISTAN は何一つ世間をおどすことなく
基礎研究の資金を獲得した。偉大なことです。日
本の誇りです。」
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πAC：東大・東工大グループ
　πμチャンネルで活躍した東大と東工大の意欲に
溢れた若手のグループは πμチャンネルに収らず、
新しくπ2チャンネルに活動の場を移した。
　ここでは、高エネルギー実験の基本となる粒子
の軌跡を追う為の検出器技術の習得から始めた。
先ずは、MWPC ( 多線型比例計数チェンバー ) を
自作した。幸い、トリスタン推進部の総主幹の尾
崎敏さんは最高の先生であり、早速ご指導をお願
いした。
　尾崎さんは、先ず MWPC をやめて Cylindrical 
Drift Chamber (CDC：円筒型ドリフトチェンバー)
の製作に取り組むことを勧め、およそ 6,000 万円
の予算を我々の πAC グループに配布して下さっ
た。東大と東工大の意欲に溢れた若手のグループ
の力を認め、育成してやろうというお気持ちが強
く感じられた。
　高エネルギーのハドロンビームによる原子核反
応では、前方領域と標的核領域に放出される陽子
群が顕著に分かれて見えることから、それぞれに
対応する検出器を整えて作る必要がある。
　CDC の製作には延與秀人君と関本美知子さんが
取り組んだ。直径 1.2 m×長さ 1.2 m の円筒型空
間を24のセクターに分け3,288本の細線を並べて、
夫々を固定した。細線を張る技術も大変であった
が、偶々、訪日された CERN の Dr. W. Willis より
彼らの ISR における経験を学び、細かいところま
で工夫を重ねてこなした。1 セクターで 36 本のセ

ンスワイヤーがあり、そのうちの 15 本の両端で信
号を読み出すので 24×15×2＝710 チャンネルに
なる。信号処理回路モデュールは東工大の一丸浩
三君が開発した。データの読み取り全体を徳宿克
夫君が統率してまとめた。
　CDC の軸方向に磁場を印加する為、チェンバー
の外側にはソレノイド磁石が設けられた。永江知
文君の設計によるものでチェンバー内の有効体積
に対し 1％ の一様性で 3 キロガウスの磁場を実
現した。佐野弘和君は、このソレノイド磁石の内
側に円筒状のホドスコープを隙間なく設置した。
佐々木茂樹君と永江君は前方に放出された粒子を
対象とするスペクトロメーターの製作を担当した。
CDC の完成を待って、図 4 に示す高エネルギー
原子核衝突研究の為のスペクトロメーターを組み
立てた。このシステムを、FANCY (Forward ANd 
CYlindorical) Spectrometer と名付けた。

高エネルギー原子核研究の展開
　高エネルギー原子核反応に関する興味は古く、
1950 年代の昔から宇宙線研究者が注目していた。
武谷三男、福井崇時、丹生潔、早川幸男・・・と
いう大先輩の先生方が討論会で、その攻略法を議
論して居られた。山口嘉夫、藤本陽一両先生も参
加して居られた。
　弱い宇宙線ビームでは仕事にならない。加速器
ビームの使用は Big Science の時代が来るまで待た
ねばならないという意見が結論だった。

図 4　�FANCY�Spectrometer.�from�M.�Sekimoto's�Dr.�thesis:�Development�of�
Spectrometers�for�High-Energy�Nuclear�Studies.
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　それから半世紀以上も過ぎた今日、我々は KEK-
PS の豊かなビームが使える。KEK-PS 内部標的か
らの二次粒子 (陽子、π)ビームを使う π 2 ビーム
ラインに設置された FANCY スペクトロメーター
を使った実験では、泡箱、写真乾板などを使った
実験では及ばぬ高統計精度のデータが得られた。
その詳しいデータを基礎にして核反応課程の時空
的構造を明らかにし、核物質加熱の可能性を追究
した。延與、佐々木、永江、徳宿を中心に東大・
東工大の若手も加わり、高エネルギー原子核反応
の研究に自信を与える成果を得るとともに、波及
効果を広げることとなった。
　一方、高温高圧下の核物質を研究するという動
機に対しては、その基礎となる知見を固めること
にとどまったが、CERN や BNL での重イオン衝
突実験への道を開いたといえよう。

FANCY	実験に続く	PHI	実験
　FANCY 実験では入射粒子も測定する生成粒子も
ハドロン粒子 ( p, π) に限られていた。FANCY 実
験で中軸的役割を果たした延與君は、その後京都
に移って京大の若手グループを組織してベクター
メソン (φ , ω , ρ) の核物質内の振る舞いを調べ
る PHI 実験を始めた。
　PHI 実験は FANCY スペクトロメーターの前方
粒子検出器を電子線対検出器で置換え、入射粒子
を 12 GeV 陽子に変えたものであった。
　この実験で核標的の中で生成されたベクターメ
ソン (φ , ω) の不変質量スペクトルを調べたとこ
ろいずれも既知の質量より小さい成分が見つかっ
た。FANCY プロジェクトを延與君達と始めた時に
かかげた高エネルギー原子核実験のゴールが見え
てきたような結果であり、今後の展開が楽しみで
ある。当時延與君が率いていた、京大出身の四日市、
小澤、成木、武藤君達の今後の活躍を大いに期待
する。
　KEK-PS は 2005 年に運転を終止し、その後継加
速器として東海村に J-PARC が建設された。この
新しい施設で重イオンが加速されるようになれば、
FANCY や PHI 実験を更に進める研究ができると
期待したい。

図 5� KEK�-�E325�で測定された�12�GeV�p+Cu��反応における
電子対不変質量分布．
上：ρωメソンの質量変化を示すデータ�
　（M.�Naruki�et�al.,�Phys.�Rev.�Lett.�96�(2006)�08230）．
下：φメソンの質量変化を示すデータ��
　（R.�Muto�et�al.,�Phys.�Rev.�Lett.�98�(2006)�04501）．
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KEKの思い出
永宮 正治 

KEK 名誉教授

1.	創立時代の	KEK	訪問
　私が初めて高エネルギー物理学研究所 (KEK) を
訪れたのは、KEK が発足して 3 年後の 1974 年秋
であった。当時、私は米国のバークレーで実験を
していた。千葉で開催された秋の物理学会で講演
をした直後、理論部の小柳義夫さんに招かれた。
当時の理論部の教授は川口正昭先生で、12 GeV-PS 
は建設中であった。川口先生が PS の上まで連れて
行って下さり、カン高い声で「あれは西川山、こっ
ちは諏訪山」と説明して下さった。
　諏訪先生は KEK の初代所長をされた。西川先生
は KEK 創立に奔走された。西川先生のお葬式で、
奥様が昔を振り返り、大穂の KEK の前に立って西
川先生が両手を上げて「万歳」を三唱された、と語っ
ておられた。
　私事になるが、私は東大物理の学部学生の時代、
西川哲治教授に実験指導を頂いた。実際には木村
嘉孝助手の指導で、沢山の回路を作った。時折見
栄えが悪く、木村さんにカラカラと笑われた。西
川先生からは、自分の研究室に来るようお手紙ま
で頂いたが、私は、阪大大学院を選んだので果た
せなかった。阪大では杉本健三先生に、D1 からは
東大の山崎敏光先生にご指導を頂いた。
　当時の宿舎は、南出口傍の旧ゴルフ場の宿舎で
あった。周辺道路も整備されておらず、東大通り
は舗装されていたが、周りは殺伐としていた。
　1974年というと、我々の周辺で大きな変化があっ
た。まず素粒子では、BNL と SLAC で J/ψ が見
つかった。その後、素粒子物理学はクォークやレ
プトンを主体とする方向に変転していった。その
観点からも、1973 年に 6 世代クォークまで入れた
小林・益川理論が出たのは、画期的であった。原
子核物理分野では、1974 年に GeV クラスの重イ
オン加速器 Bevalac が完成し、私もその実験に取
り憑かれてしまった。一人で装置を作り上げた最
初の実験であった。東大原子核研究所（核研）の
ニューマトロン計画も、その頃検討が始まった。

2.	東大時代：KEK	実験と大ハドロン計画
　1982 年、長かったバークレーから戻り、東大物
理学科の助教授になった。1982 年は、KEK のトリ
スタン計画が認可され、核研のニューマトロン計
画が却下された年であった。重イオン物理を進め
ていた私にはまずい時に日本に帰ってしまったな
と、臍を噛む思いであった。
　帰国後、考えに考えた末、二つのアイデアが浮
かんだ。第一は KEK-PS で重イオン加速をトライ
する考えであった。中井浩二先生も賛同をして下
さった。むしろ彼の方が言い出し役でもあった。
そこで、核研で使い古した FM サイクロの磁石を
測定器に組み入れて実験計画を練った。加速器に
関しては、KEK の近藤素夫先生や福本貞義先生が
重イオン加速を強く支援をして下さった。実験プ
ロポーザルを何回か書いて KEK に提出した。最後
にはαビームによる計画にまで引き下げた。しか
しある夜、物理系主幹の菅原寛孝氏から自宅に電
話があり、このαビーム加速は認められないとい
う内容だった。その時の落胆は、今でもはっきり
覚えている。
　第二は、ニューマトロンの後、いかなる計画を
立てるのかという作業であった。私は核研・所長
室付補佐といったポジションを与えられ、その立
案に当たった。最初は数名で集まって議論を始め
たが、最終的には 20 数名でまとめあげた。KEK 
からは木村嘉孝・熊谷教孝両氏も加わった。
　計画は「大ハドロン加速器計画」と呼ばれ、高
エネルギー重イオンと大強度陽子のハイブリッド
計画であった。陽子に対しては 3 GeV (0.3 MW)
と 30 GeV (0.9 MW)、重イオンに対しては核子当
たり 1 GeV/u と 10 GeV/u の計画であり、それら
を段階的に KEK の敷地で進めるという計画だっ
た。大強度陽子ビームでは、中性子やミュオンの
物理に始まり K 中間子を用いた実験、そしてニュー
トリノもハイライトとして含まれていた。一方、
重イオンでは、不安定核ビームによる物理と高密
度原子核の物理が主であった。
　1985 年、計画作成後は KEK にも招かれ、西川
哲治所長や菊池健副所長が大きなセミナーをアレ
ンジして下さった。この計画は、 J-PARC の原型と
もなっている。図 1に計画を示す。
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　しかし、第一の KEK-PS での実験計画も第二
の大ハドロン計画も、思うように進まなかった。
その頃、BNL を数日訪問した。食堂で MIT の 
Grodzins 教授と久々に出会った。東京での生活を
聞かれので、KEK での実験計画をナプキンにざっ
と書いた。そうしたら、この実験を BNL の AGS 
でやらないか、と彼は言い始めた。そのナプキン
が BNL に渡り、たちまち東大・MIT・BNL 共同
実験に進展した。超迅速の話だったのでびっくり
もしたが、私も AGS 重イオン加速器実験に、その
後嵌り込んでいった。
　その後、資金面では、KEK の西川所長のご配慮
により、日米協力実験に入れて頂けることになっ
た。これには、今でも深く感謝している。その後、
私は東大を離れ、コロンビア大学に移った。

3.	Columbia 大 /	BNL 時代
　1980 年代の終わり頃、AGS での重イオン実験も
終了し、RHIC (Relativistic Heavy-Ion Collide) 実
験の立案に移った。実験として PHENIX 実験の計
画を立ち上げた。これは、カロリメータと共に、フォ
トン・ハドロン・レプトンを測定する実験であった。
幸い、DOE だけでなく KEK の日米協力から手厚
いサポートを受け、計画が進んだ。その後ミュオ
ンの測定も始まり、後には RIKEN-BNL センター
がミュオン検出部を支えた。実験参加者も大幅に
増え、一時は日本人だけで野球の 2 チームを作り、
対抗試合まで行なった。

　さて、前に述べた大ハドロン計画は、形を変え
て大型ハドロン計画 (JHP) となり、1987 年に山崎
敏光・核研所長が KEK の西川所長と綿密な打ち合
わせをされ、出発した。しかし、この計画も結局
はうまくいかった。ニューマトロンは核研所長の
杉本健三先生が、そして JHP は山崎敏光先生が率
いた計画であった。両先生とも、私の大学院時代
の恩師であった。私も、何となく責任を感じざる
を得ない年齢に達していた。

4.	KEK	での大型ハドロン計画 (JHF)
　1994 年以降、核物理のコミュニティでは JHP に
代わる新しい 50 GeV 計画に関する真剣な議論が
繰り返されていた。核物理委員長の石原正泰さん
から、1995 年の春、米国の私の家に電話があった。
核研と KEK とで作る新しい計画を担ってもらえな
いかという打診であった。しかし、私は BNL での
責任もあり、正直ためらっていた。一方、前述し
た杉本・山崎両先生のことも頭をよぎり、しばら
く考えた。
　考えた挙句、結局はこの日本の計画をポジティ
ブに受けようと思い始めた。同年暮に核研で大き
な研究会が開かれた。50 GeV-PS を巡る物理の国
際検討会であった。私も積極的に参加した。
　翌 1996 年夏、この計画に対し、KEK から推進
の意思表明がなされた。同年秋、正式に日本学術
会議に提出された。私も日本に帰り、全体説明を
行った。その後、1997 年 1 月に日本に正式に戻り、
東大核研教授になった。今後の日本の原子核物理
の発展に何とか尽くせれば、と元気が沸々と湧い
てきた。当時の JHF 計画を図 2に示す。

5.	高エネルギー加速器研究機構の発足
　1997 年の春には、東大原子核研究所が高エネル
ギー物理学研究所と合体し、高エネルギー加速器
研究機構となった。英語名は相変わらず KEK で、
私も新制 KEK の教授となった。52 歳だった。菅
原新機構長も、私を厚く迎え入れてくれた。
　まず、大型ハドロン計画推進室が設立された。
核研からは多くの方が移った。計画の日本語名は
昔と同じだったが、英語名は JHP から JHF (Japan 
Hadron Facility) になった。その頃は、既に全体

図 1　1985 年に提案された大ハドロン計画．
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計画の見取り図ができており、200 MeV リニアッ
ク・3 GeV リング (既存の 12 GeV-PS リング内 )・
50 GeV リングという構成であった。新設は加速器
とハドロン実験施設、他は既存の施設の再利用計
画とした。重イオン加速もあった。
　直ちに、JHF 国際諮問委員会を開催した。委員
長に TRIUMF の Erich Vogt 先生、委員の中には、
有馬朗人・小柴昌俊・福山秀敏・T. D. Lee 等の諸
先生が居られた。JHF は委員会で忽ち認可され、
すぐに概算要求が提出されるまでに至った。もち
ろん、その年は認可されなかった。私もそんなに
早く認められるとは、期待もしてなかった。
　機構での第一責務は JHF の推進であったが、就
職早々 KEK の国際化委員長を拝命した。ここでは、
KEK 内部の国際化、外国人の年金等々の雇用の課
題、外国人子女の教育の問題、KEK 外の課題、等
を取り上げた。市内バス路線の数字化、幼稚園入
園の柔軟化等も成し遂げた。しかし、最も成功し
たのは、 KEK 来訪者を一括して処理する「ユーザー
ズオフィス」の創設であった。立ちあげ時の課題は、
専任の事務員が誰も居ない事であった。幸い木村
物構研所長が事務員を一人出してくれ、あとはア
ルバイト数名で発足した。今は、正門付近にあるが、
眺める度に懐かしい。
　翌 1998 年 4 月のある日の夜、当時主計課の宮本
滋さんから早急に来てくれと、連絡があった。大
型補正予算が JHF に付くかもしれないという。早

速、森義治さん、古坂道弘さんを誘って駆け付け
た。当時の機関課長は合田隆史氏で、深夜を過ぎ
た頃から色んなやり取りが続いた。明け方の4時頃、
60 億円の補正予算が付いた。私は喜びを隠し切れ
なかった。課長に「この計画はこれで終わりでは
なく、これがほんの始まりですから�」と伝えた。
合田課長は「良く分かっています」と答えられた。
JHF 計画に最初に予算が付いた瞬間でもあった。
その直後、施設部が新リニアックの予定地の造成
に入った。私はこれで JHF 計画は KEK で進むの
だと確信した。

6.	統合計画に向けて
　JHF 補正予算が付いて半年後の 1998 年の 9 月
早々、当時一緒に進めていた、池田宏信さん ( 故
人 )、永嶺謙忠さん、野村亨さん等々と私が、機構
長室に呼ばれた。菅原機構長は、「この計画は科学
技術庁と一緒にやりたい」と言われた。あまりに
唐突な言葉だったので驚き、言葉を失った。これ
まで進めてきた JHF 計画はどうなるのか。なぜ核
研は KEK と一緒になったのか。科術庁といっても
どこなのか。色んな疑問が沸き起こった。
　その頃、私が最も親しくしていた科技庁関連の
研究所は理研であった。そこで「理研なら何とか
話ができます」と答えた。機構長は「それなら探っ
てくれ」と言われた。その後、理研がある試案を作っ
てくれたが、機構長からは一蹴された。
　当時は気づかなかったが、原研 ( 日本原子力研
究所 ) との共同計画が最も自然な考え方だった。
なぜなら、当時原研では「中性子科学研究計画」
と呼ばれる大強度陽子加速器計画が練られていた
からだ。伊達宗行先生が他機関との調整に労され
たと聞く。核変換実験を除いては、特に中性子散
乱部分は JHF 計画とも重なり合っていた。
　さらに省庁再編の一環として、文部省と科学技
術庁が一つの省として統合されることが決まって
いた。それを背景に科技庁との合同案のアイデア
が出たのであろう。
　それを機に、原研との話し合いが始まった。原
研の相手は向山武彦さんであった。話し合いが始
まって間もなく、原研は 3 GeV と 50 GeV シンク
ロトロン案にはすんなりと乗ってくれた。しかし、

図 2　1996 年頃，KEK�敷地を想定した�JHF�計画．
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400 MeV リニアックには原研は固執した。敷地に
関しては、KEK の人は KEK の南側敷地を想定し、
原研の人は原研の南側敷地を想定し、「南側」とい
う言葉にやや混乱があった。しかし、次第に原研
敷地案に傾いていった。当時議論を始めた 7 人を、
図 3に示す。

　議論していると、向山さんらとは一緒にやって
いけると感じた。しかしながらあまりにも話が急
に進んだので、その頃の私は、この統合案に対して、
内心非常に迷っていた。10 月頃、池田さん、永嶺
さん、野村さんらと「これでいいのだろうか」と
長く相談した。皆さん、最終的には「仕方がない
のでは」というご意見であった。
　1999 年の 3 月には、菅原機構長と原研の松浦理
事長の間で覚書が取り交わされた。原研の中性子
科学研究計画と KEK の JHF 計画を一緒に進める、
というものであった。この頃には、私も原研の敷
地で統合計画を進める覚悟をしていた。
　建設終了後の 2011 年、菅原氏の J-PARC 建設の
記事 [1] が出版され驚いた。記事では、既に 1995
年に原研・KEK・核研三者の話し合いが、行なわ
れていた。菅原寛孝、山田作衛両所長の時代である。
最近原研に聞いても、1995 年に統合案の議論が始
まったとのことである。加速器の分担案まで議論
されていた。さらに原研は、原研敷地に拘ったと
いう記録もあった。それらを何も知らなかった私
は、後で振り返ると迂闊で頓馬であった。

　想像だけだが、核研を潰さずに、計画の敷地を
原研とし、核研・原研計画として進めることは不
可能だったのだろうか？ 核研が KEK に併合後、
僅かに 1年半の出来事だったからである。

7.	評価部会から統合計画予算化まで
　話を元に戻す。1999 年 4 月、国際諮問委員会か
ら統合計画の合意を得た。そこで、いよいよ 2000
年度予算化に向けて動き始めた。しかしその年も
計画は認められなかった。私も帰国して 3 年以上
経っていたので「石の上にも 3 年」でもダメか、
と考えを巡らせる日々が多々あった。
　1999 年に、有馬朗人先生が文部大臣兼科学技術
庁長官に就任された。有馬先生は、この計画は大
きいので有識者レビューが必要であると私に言わ
れた。そしてその年 (1999 年) の 11 月には「統合
計画に対する評価部会」が結成された。元東工大
学長の末松安晴先生を委員長に 10 か月近くに亘る
評価部会であった。上坪宏道、藤井保彦、益川敏英、
谷畑勇夫諸氏らの顔もあった。最初は KEK 機構長
と原研理事長も部会に来られたが、要請により最
後の頃は私一人で行っていた。
　評価の途中で、二つ大きな変化があった。第一は、
核破砕を用いた不安定核研究は、理研の RI ビーム
の研究と重なるので止めなさいという提案であっ
た。私は手法も異なるので残したいと主張したが、
認められなかった。第二は、本当に予算範囲内で
出来るのか、という上坪委員からの質問であった。
当初、1500 億円余りの全体計画だった。しかし加
速器が一番心配なので、加速器だけ一律 25％ 増や
し、合計 1890 億円もの膨大な計画にした。しかし、
評価部会からは文句はなかった。私はこの時大幅
に増やして良かったと思っている。後に加速器は
さらなる赤字を出し、予算上の最大の苦しみとも
なったからである。
　その後、種々の議論の結果、計画は第 1 期と第 2
期に分けられ、核変換・ニュートリノ・ハドロン
施設の拡張は第 2 期に回され、総予算額 1,890 億
円の 2/3 に当たる 1,336 億円の計画が認可された。
原研と KEK の予算比は 2：1であった。計画が内々
認められたのは 2000 年の暮で、皆で祝杯を挙げた。
当時の計画を図 4に示す。

図 3　�1998 年 9 月の原研との最初の話し合い．左から，山
崎良成，田中俊一，森義治，永宮正治，向山武彦，
大山幸夫，水本元治．
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8.	J-PARC	計画の遂行
　文部省と科学技術庁は 2001 年 1 月に新しく文部
科学省となり、同年 4 月から J-PARC は建設開始
となった。統合のシンボルとも言われた。その翌
年の 2002 年 4 月、KEK に大強度陽子加速器推進
部が正式に作られ、私も教授から部長といった管
理職に昇進した。それ以降の計画進捗に関しては、
50 周年特集記事でも別途詳しい記述があるので、
ここでは詳細を省く。詳しい記事では触れられな
いであろう、5点に触れたい。

8-1.	運営体制
　第一点は運営体制である。こういった大きな計
画を二機関で支えるには、一体的な組織がないと
運営できないと常々思っていた。外国のいかなる
大計画も一体的に進められている。しかしながら
一方では、二機関が独立に組織を作り、その調整
役だけが間に居ればいいという二体的運営の考え
方もあり、議論は拮抗した。
　そこで、利用者協議会の下の小委員会 ( 今井憲
一委員長 ) で議論をしていただいた。当時の伊達
宗行会長に提出された小委員会案は、一体的運営
を強く示唆した。しかしながら、当時の KEK 幹部
はこれに猛反対であった。議論は延々と続き、着
工後 4年余り解決しなかった。
　2005 年の夏、戸塚洋二機構長の下で裁決され、
KEK・原研の一体的運営組織 J-PARC センターが

作られた。東海管理課も発足した。つくば・東海
間の連絡バスの運行も始まった。竹内大二管理局
長の頑張りも目立った。翌 2006 年には、私は
J-PARC センター長に選ばれた。
　しかしながら、このセンターには致命的欠陥も
ある。人事権も予算権も付与されていない点であ
る。今後、何とかすべきと強く思う。

8-2.	ニュートリノ計画と加速器の赤字
　第 1 期計画でニュートリノが外されたのは、文
科省によると、K2K の実験が始まる前だったこと
が理由であった。K2K が走り始めた頃、概算要求
を始めた。しかし、2003 年秋の総合科学技術会議
(JST) では C 評価となってしまった。たちまち関
係者は騒ぎ出し、最も怒ったのは文科省であった。
11 月に評価部会を 4 回開催して 12 月にはお墨付
きをもらおうという事になった。一週間に一回と
いうペースで評価部会が開かれることになった。
部会長は小平佳一氏であった。
　当時は私が毎回説明したが、説明資料は両機関
の運営会議の合意を得る事になっていた。一週間
に一度の両機関会議を調整するのは大変だったが、
資料を作るのは更に大変で、一人で午前 1 時 2 時
まで毎日働いた。時折、西川公一郎さん、小林隆
さんの二人が 12 時頃現われ、何か手伝いましょう
とボソッと言ってくれた。これは精神的に大きな
救いであった。評価部会終了後、石井量研課長、
小平部会長と私の 3 人が評価部会案を携え JST を
訪れ、翌 2004 年度に予算化された。
　なぜ、JST が当時 C 評価を下したのかは、理由
があった。当時リニアックの 400 MeV 化が実現で
きず、183 MeV で止まっていた。J-PARC 国際諮
問委員会はリニアック 400 MeV 化とニュートリノ
は必須であると書いた。それを読んだ JST は、加
速器建設が優先であると判断した。
　一方、評価部会はニュートリノ優先と結論した。
しかし、スバル望遠鏡を予算内で作り上げた小平
氏にとって、なぜ予算範囲内でリニアックが実現
できなかったのかも大問題になった。加速器の再
赤字が原因であった。すぐに第三者委員会を設け
て評価を受けた。2004 年 4 月、井上信委員長らの
報告書を携え、恐る恐る田中俊一さんと私が小平

図 4　J-PARC の当初計画案．
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氏の所に陳謝に行った。私は、それまでは予算計
画に甘かったと強く反省させられた。今後は決し
て赤字は出さないと決心もした。

8-3.	工程遵守
　当初 6 年計画であったが、ニュートリノが認可
されると 8 年計画に変わった。その後は、第 1 期
計画は確実に 8 年で終えようと決心した。この点
に関しては上層部と揉めたこともあったが、工程
遵守には拘った。2008 年春から秋にかけて中性子
とミュオンにビーム、2009 年 2 月にはハドロンに
ビームが出た。これで約束通り 8 年で第 1 期完成
であった。同年 4 月にはニュートリノにビーム。
私も、全計画完成にホッとした。
　2009 年 6 月には、盛大な完成式典が行われた。
その後ビームは順調に出て実験も始まった。

8-4.	東日本大震災
　しかし、それで終わらなかった。2011 年春、東
日本大震災が起こった。道路はズタズタになり、
リニアック建屋には 100 トンもの水が溜まった。
3 GeV の電源部は 1 ｍ ほど陥没した。その他全施
設に被害が及んだ。その光景を見た時は、愕然と
した。一つの救いは、基礎をしっかり作った主要
建屋部の損傷は少なかった事である。
　修復にあたり 3 段階で進めることにした。① 東
海では電気も水も無かったが、早急に進めなけれ
ばならない作業、② 1-2 か月以内にあらゆる施設
で損害を調べ上げる作業、③ 長期的な復興プラン
を練る作業、の 3つであった。
　緊急な作業としては、例えば、100 トンの水を海
に放流することがあった。まず、PH=11 もある水
を中和するため大量の硫酸を集めること、そして、
電力が全くないので手動発電機を手配する必要が
あった。加藤崇さんが精力的に働いて、震災後一
週間以内に済ませてくれた。
　破損状況を 1-2 か月で調べ上げ、5 月に入って長
期修復計画の工程表を作った。12 月末までに全施
設の修復計画を済ませることを決心した。立案に
は池田裕二郎さんが頑張ってくれた。この工程を
発表した時、皆さん「無茶だ」と非難轟々であった。
しかし、何とか全員が呑んでくれ、J-PARC 全員が

一丸となって修復に当った。そして見事に 12 月初
旬には、リニアックからビームが出た。引き続き
各施設も 12 月末までには修復が完了し、予定通り
2014 年 1 月からは正常運転に戻った。この時は、
J-PARC 全員の皆さんの努力に、私も感謝の気持ち
で一杯になった。

8-5.	国際化と国際的側面
　私が J-PARC で最も実現したかったことは、
J-PARC の国際化であった。外国人雇用の促進、外
国資金のスムーズな活用、技術支援の拡充、等々、
米国や CERN の研究所では普通のこととして進行
している。また、アクセスの簡素化、ホテルの拡充、
等も J-PARC で実現したかった。今では国際化は
多少進んではいるものの、本来の国際化には、ま
だ遠い。
　一方、J-PARC は、今や世界の中でユニークな加
速器だと思う。加速器の大強度化にも成功し、世
界でもトップクラスになった。個々の分野でのトッ
プを目指すのは当然であり、目指すべきであろう。
さらに、J-PARC の特徴は「多目的」加速器という
点にある。今後の科学にとって、分野横断的科学
を進展させることは、重要な側面である。例えば、
中性子では基礎物理から生物の研究、産業利用も
ある。ミュオンでは文科系との交流もある。こう
いった分野間の交流から新しい科学が出てくる可
能性も、忘れてはならない。
　紆余曲折の結果、J-PARC は何とか出来上がった。
今後の輝かしい研究成果に期待したい。

参考文献
[1] 菅原寛孝，日本物理学会誌 66, 29 (2011)，福山秀敏，

同 66, 37 (2011)，有馬朗人，同 66, 39 (2011).
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Photon Factory PF 
リング建設などの思い出

小林 正典 
KEK 名誉教授

1.	放射光実験施設	PF	の発足当時の様子
　1978 年当時、英国 Daresbury 2.0 GeV の電子リ
ングが 立ち上がり、連続スペクトルを発する電子
リングからの放射光が世界的にも大きな脚光を浴
び始めた時代である。PF と同じ 2.5 GeV の電子リ
ングをほとんど同時に設計・建設開始していた米
国 Brookhaven 国立研の NSLS のリングと PF リン
グのどちらが先に放射光を発するかという競争に
なっていた。
　PF がスタートできたのは、強力な放射光利用に
ついて熱心な東大の高良和武先生、建設地となっ
た筑波の KEK の西川哲治先生、文部省からの重藤
管理部長の 3 人の存在が大きい。1977 年の概算要
求として KEK の施設としてのフォトンファクト
リーの調査費が認められた。この計画は 1978 年か
ら 1981 年の 4 年間で建物を建設し加速器装置を製
造設置し運転を開始する、という計画としてスター
トしたと記憶している。
　放射光発生加速器の入射器には比較的短い電子
リニアックとブースターリングが採用される例が
多く見られる。しかし、KEK は高エネルギー電
子・陽電子衝突実験という将来計画も見据えて、
約 400 m にもなる 2.5 GeV の電子リニアックを
PF の入射器として採用することにした。すなわち、
このリニアックはフォトンファクトリーの電子貯
蔵リング PF Ring への入射器であると同時に、将
来の電子・陽電子衝突実験用大型リング「トリス
タン」の入射器の役割を負っていた。1978 年の入
射器棟の建設に 1 年遅れの 1979 年度からは PF 光
源棟の建設が開始された。
　しかし、予算案は削減され、研究所案は研究施
設に、光源棟は満月型ではなく (西半分の建設は削
られ) 南から南東部だけの半月形に、研究棟も半分
の面積というものとなったが、スタートできたこ
とは大きい。

2.	光源研究系の最初
　PF 光源研究系は、1978 年のスタート時は各グ
ループ構成メンバーが 1 人ないし 2 人という少人
数であった。3 年次 4 年次にこの少人数グループに
メンバー数人の追加があったが、それだけの少人
数で加速器リングの各要素を設計・製造・設置し、
放射光を発生させるという計画であった。
　加速器の専門家として東大核研から移動された
冨家和雄先生が光源系の研究主幹として光源加速
器実現の指揮をとっていた。KEK 陽子加速器から、
電子軌道・電磁石に木原元央先生、高周波加速シ
ステムには高田耕治先生、ビームモニター・制御
系に柴田進吉先生が移動されてきた。リング真空
系は陽子加速器の真空系責任者の堀越源一先生が、
放射光パワーの強烈さを考慮し熱伝導率の高いア
ルミ合金製でビームダクトを試作することを進め
ていた。400 m 2.5 GeV リニアック終端部から光
源リングまでの間はビームトランスポート BT と呼
ばれ約 130 m あるが、当初の計画では予算と人と
が明確でない時期があった。INS での経験がある
北村英男君が 3 年次に着任し、設計から BT の設
置までを行った。ビームをリングに入射するため
のパルス電磁石 (セプタム電磁石) の入射窓に薄い
フォイルを貼り付け BT 真空 (〜 10-6 Torr) とリン
グ真空 (〜 10-9 Torr) を分離することでリング真空
の超高真空条件を満たすようにした。
　また、入射電磁石の製造設置に並行して超伝導
ウィグラー開発を山川達也先生が進めていた。測
定器研究系の利用法は多種であり、且つ利用する
ユーザーも放射光共同利用の経験豊かでない初心
者もいる。これら多種の利用要求を満たすべく実
験ホールとリングとを結ぶビームライン上流部の
役割を独立させて基幹チャネルグループとし、東
大核研 INS での経験がある佐藤繁さんが担当者と
なった。

3.	PF	Ring の特徴
　PF Ring のラティスは 28 台の偏向電磁石とその
下流に数種類の 4 極電磁石と 6 極電磁石が配置さ
れ、加えてステアリング電磁石を配置した FODO 
ラティス構成となっている。これに加え高周波加
速空洞 2 台を 1 組としてリングに 2 か所、入射部
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にセプタム電磁石とその前後の 4 個所にキッカー
電磁石が短い直線部に配置されている。多くのリ
ング型電子加速器でのラティスは円形となってい
るが、PF リングでは、将来的にはより強力、よ
りエネルギーの高い放射光を生み出す超伝導垂直
ウィグラーと挿入光源アンジュレーターのため 2
個所に長い直線部を配置し、全体として楕円形と
いう特徴あるラティス構成を採用した。非円形の
リングでビームを確実に周回させ蓄積することを
重視し、当初のエミッタンスは 400 nm rad と大き
かった。(ちなみに、同時期に建設していた NSLS 
リングでは PF Ring より小さなエミッタンスとな
るような DBA ラティス構成としていた)
・光源系スタッフ構成を次に示す。
　電子軌道 (木原・神谷)； 偏向電磁石、 4 極電磁石、 
6 極電磁石の設計・製造・設置、各電源の制御、お
よびそれぞれに対応する各種電源類は光源棟南側
の別棟の電源棟にあり、各電源と電磁石とは地下
トンネルを通って光源棟リング内に配電されてい
る。数多くの接続端子があり、それらすべてが正
しい結線でなければならないが、設置中に数本の
誤配線があり立ち上げ初期には電子ビームが周回
しないこともあった。修正後は順調に稼働し電子
ビームを周回させた。
　高周波加速 (高田・小早川・山崎)；電子ビーム
加速のための高周波加速空洞と高周波電源とが所
定のハイパワーを出し所定の性能を発揮するよう
になるのに時間を要していた。当初は高電界によ
る放電が加速空洞内だけでなく導波管から空洞へ
高周波を受け渡す接続カプラーでも起こったが、
放電を観察しながら徐々に高電圧をかけていく高
電圧エイジングによって必要とされるパワーを空
洞に供給できるようになった。
　モニター (柴田・桂)；周回電子ビームの位置検
出は 4 極電磁石下流のビームダクトに溶接された
ビームポジションモニター電極 (1 か所当たり 6
電極) からの信号を処理して表示する方式であった
が、初期には周回電子ビームの電流が十分でない
ためノイズ信号の中から軌道を求めるのに苦労が
あった。ビームがリングの何処まで回ったかを
チェックするため、蛍光物質を塗った薄いセラミッ
ク板での発光現象を TV カメラで観察しビーム形

状を評価していた。
　真空 (小林・北村)；定格を 2.5 GeV 500 mA 
とする電子ビームからの放射光 (リング全周で 
200 kW) に曝されてもそれに耐えるビームダクト
の健全性、ビーム寿命に直接影響するビームダク
ト内の真空度 (10-9 Torr >) の達成、短時間での交
換・保守作業が可能となるような真空系の設計が
求められた。すなわち、真空関連の不調や故障は
ベーキングを含む再立ち上げとなり 1 週間ほどの
長時間のビームダウンを余儀なくされるので、真
空系の高信頼性を重視した設計とした。ユーザー
から見ればより大きなビーム電流 IB でしかもビー
ム寿命 τ が長いことが望まれているが、結果とし
て PF では世界の放射光施設での IBτ 値と比べて
も大きな値を達成してきている。
　入射・超伝導ウィグラー (山川・他)；入射用セ
プタム電磁石 2 台、キッカー電磁石 4 台の設計・
製作と据え付けを担当した。また超伝導ウィグラー
と液体ヘリウム供給と回収ラインの整備など多忙
であった。

4.		PF リング真空系の設計方針（高性能・高信頼
性を得るため）

4-1.		放射光照射によるガス放出（光脱離）と排気速度
　光照射や電子照射の無い通常の超高真空装置で
の脱離は「熱脱離」と知られ、表面に数 10 meV 
ほどの吸着エネルギーで吸着している各種気体分
子をベーキング処理で熱脱離させている。因みに
陽子加速器の真空系は熱脱離が支配する真空系で
ある。「電子刺激脱離」は超高真空計 (BA-Gauge)
グリッド電極からのガス放出などで実験室規模で
は知られていたが、それらは電子ストーレジリン
グにおける電子刺激脱離とは比べものにならない
微少量である。1980 年頃、世界的に電子加速器リ
ングダクトでの光脱離についての理解は「熱脱離
よりも 3 〜 4 桁大きな値となることが予想されて
いる」だけであった。一方、放射光照射による (PF 
では Ec 〜 4 keV) 光・電子刺激脱離 QSR の大きさ
は熱脱離のそれより 3 〜 5 桁大きい。すなわち、
運転開始当初の微少ビーム電流でも電子ストーレ
ジリングの真空は、ビームなしのバックグランド
真空の 3 桁〜 4 桁も大きいが、放射光照射が続く

第３章　思い出文章集



KEK創立 50 周年記念誌 281

と QSR は減少すると予想された。
　ジュネーブにある CERN において建設設計が
進 め ら れ て い た LEP (Large Electron Positron 
Collider) でも光脱離は大問題であった。LEP 計画
では放射光 SR の表面から測った入射角が (リング
が大きいため) 数度以下と小さく表面層にすれすれ
入射するので、SR により生じた二次電子は容易に
空間へ飛び出しガス放出 (光脱離と光電子による電
子衝撃脱離) の原因となる。すなわち SR によるガ
ス放出量 QSR は 1/sin θ に比例すると考えられ、
ダクト壁への垂直入射に比べ 100 倍大きな値とな
ると予想された。真空系としては 100 倍大きな排
気速度となる排気系をリングに配置しなければな
らない、ということになる。これは現実的に不可
能であり、ガス放出 QSR の正確な見積もりが喫緊
の課題となっていた。彼らはそれまでの CERN の
ブースターや ISR 加速器真空で成功を収めてきた
実績があるが、その経験の 100 倍もの大排気速度
を LEP に配置しなければならないのではと深刻
に光脱離によるガス放出 QSR を受け止めていた。
LEP 真空グループのスタッフはフランス Orsay の 
DCI からの SR を用いて SR 照射時のガス放出を
予備的実験によって測定し LEP 加速器の真空系
の設計に反映させようとしていた。そのような事
情から、LEP 真空グループの責任者 (Mathewson, 
Groebner) が運転開始からそれほど時間が経って
いない PF に研究者として滞在し、アルミ合金ダク
トに PF Ring からの放射光を照射し光脱離係数を
求める照射実験を行った。
　光脱離に起因するガス放出量 QSR は、光脱係数
と呼ばれる量 η [molec/photon] とビーム電流 IB 
により QSR ∝ IB ×η [molec/photon] と表すこと
ができる。ηは放射光照射領域のダクト類の清浄さ
に依存する量である。系内の実効的排気速度を Se 
と表すと圧力 p の大きさは p = QSR/Se である。ビー
ム寿命 τ は τ∝1/p であるので、 τ∝Se/(IB×η) 
となる。しかし 1980 年当時、η についての精密
な実測データは世界中を見回しても特殊な例でし
か発表されていなくて、電子リングを実際に運転
しビーム電流に対する圧力の高まりから η 値を求
めるしかなかった。そのような事情からビーム寿
命を大きくするにはポンプ類の実効排気速度を大

きくするポンプ配置が真空系設計の key になる。
そのような時代に PF リング真空系を健全性を含め
て設計をすることになった筆者は、未経験故に「盲、
蛇に怖じず」状態で、真空系全体の設計をどんど
ん進めていったのが事実である。
　PF では排気ポンプの配置原則は、各偏向電磁石
の下流端から約 250 mm という光脱離の最も強い
箇所にスパッタイオンポンプとチタンゲッタポン
プを配置した。また、偏向電磁石部の磁場を利用
してチタンカソードのイオンポンプ素子を軌道に
沿ってリング内側に内蔵 (Distributed Ion Pump)
させた。粗排気はターボ分子ポンプとロータリー
ポンプのセット 6 台をリング直線部に配置し吸気
口の上流下流それぞれ 15 m の範囲を粗排気する設
計とした。

4-2.	放射光による熱負荷とダクトの耐力
　2.5 GeV 500 mA を定格とする電子ビームから放
出される放射パワーはリング 1 周当たり 200 kW 
にもなり、ダクトへの斜め入射にもかかわらずビー
ムダクト側壁には 36 W/cm ものパワーが入射する
ことになる。このことを考慮して、堀越先生はビー
ムダクト材としてステンレス鋼よりも熱伝導に勝
るアルミ合金製 A6063 をダクト材として押し出し
加工で製作することにし、軌道半径 8.66 m をダ
クト軌道中心部に確保すべく偏向電磁石部ダクト
を押し出し加工と押し曲げ加工法で試作していた。
ステンレス鋼製のダクトは 250 〜 350℃ のベーキ
ングにより事前のガス出しが出来るが、アルミ合
金は 180℃ を超えると急速に耐力が低下して大気
圧による潰れ変形が起こることも判明し、リング
に設置したアルミ合金製ダクトのベーキングには
神経を使った。
　放射光利用のユーザーへ放射光を取り出すリン
グからの枝分かれ部 (分岐部；クロッチ) ではダク
ト壁と異なり、放射光が垂直入射となるため、ク
ロッチへの入力放射光パワーはダクト壁への入射
パワーの数倍以上にもなる。アルミ合金ではこの
ハイパワーに耐えることができないことから、米
国 Cornell 大学では SR のエネルギー分布を考慮
し吸収係数の異なる材料を重ね合わせた構造のク
ロッチを開発検討していた。これに対して PF では
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アルミ合金ダクトとは別材質の無酸素銅で製作し
たクロッチアブソーバーをビームダクトに別フラ
ンジで挿入することにしたので de-mountable と
いうそれまでの放射光リングには無い構造とした。
因みに、当時の光源系研究主幹であった冨家先生
がハワイで開かれた放射光加速器の会議において
建設中の PF の性能や設計方針などについて紹介説
明したところ、ほぼ同時に建設に入っていた BNL 
NSLS の施設長から「NSLS でもクロッチ部の熱負
荷対応が悩みなので、PF と同じ方式にしたい」と
申し入れがあった、と帰国後に話をしてくれた。

4-3.	ダクト据え付け位置の確保
　陽子シンクロトロン PS や電子シンクロトロン 
ES ではビームダクトの設置位置に対してそれほど
細かな配慮はなされていなかったようである。PS 
ではダクト同士の接合においては、ステンレス製
溶接ベローズの伸縮と傾きに期待をするだけでな
く、電磁石磁極とダクトの間にエボナイト製のス
ペーサーを挟むなどして位置決めをしたこともあ
ると聞いた。PF リングでは将来はリング全周にわ
たって放射光取りだしビームライン (基幹チャネ
ル) の増設設置が希望されていたので、排気やベー
キングだけでなく運転稼働中にも分岐部クロッチ
の位置は初期設定の設計値から動くことがあって
はならない、と考えた。このことからリング全周
における各ダクトの位置決めを正確に確保すべく
ダクト設計段階から工夫し配慮した。すなわち、
クロッチ部を固定点、ベーキングや排気によるダ
クトの伸び移動も考慮した長孔形状の固定部をダ
クト上流側面に設けた。この方式により設置後の
排気およびベーキングによってベローズが縮んで
もダクト位置は当初の位置にとどまる。
　光取り出しビームラインとリングとはそれぞれ
異なる時期に異なるベーキングを行う可能性がど
のリングでもある。ビームラインとクロッチのず
れを吸収するため東大核研の SOR ring でも BNL 
の NSLS でも、ビームライン最上流部とリングの
クロッチ部とを接続するのに長い溶接ベローズの
変形に期待して位置ずれに対処していた。それで
もビームラインのベーキングに際してリークが起
こったと聞こえてきた。PF 建設・設置・運転の後

しばらくした時期に、NSLS からスタッフが PF リ
ングを視察に来たことがあったが、PF リングのク
ロッチおよびダクトの固定法によってビームライ
ン設置のずれのなさに感銘を受け、ダクトなどの
固定方法を写真に撮りスケッチをしていった。
　各種フランジや排気ポンプ、ベローズなどの真
空部品には信頼性の高いステンレス鋼製のものを
採用することにした。一方このような設計方針に
対し、KEK の将来計画であるトリスタンリングの
真空系を担当する石丸肇さんはアルミ合金で真空
に関するコンポーネントを開発製作することに腐
心していた。しかしながら PF 真空系では「新規性
よりも信頼性」を重要視し、材料の選択・設計を
実行した。必然的に異種材料の接合・溶接が重要
課題となった。アルミ合金とステンレス鋼製ダク
トやフランジとの間の異種材料の接合にはメッキ
溶接法、爆着版利用、摩擦圧接材の利用と云うよ
うに、構造とメーカーの技量に合わせて異種材の
接合を使い分けた。
　このような配慮を設計時に行ったことで真空ト
ラブルも含め、PF 光源加速器全体のトラブルなど
によるシャットダウン時間の運転総時間に対する
割合は 15 年ほど以前でも数パーセントであり、最
近では 1 パーセント程度にまでになっているとの
ことである。ハードウェアの改善だけでなく、PF 
光源スタッフがハードウェアの小さな“異常”に
も気を配って対処していることが大きい。

5.	思い出深い先生とのやりとり
　筆者は、1979 年春に大学から KEK に着任し、
電子ストーレジリングの真空系の設計・製作・設
置・運転を経験することになった。PF の予算は先
に記したように 1978 年から 1981 年までの単年度
の 4 年計画予算であり、発注に当たっては競争入
札が原則で、製造特殊技術によっては随意契約と
なるということは初体験であった。着任から半年
も経たない時期に光源系研究主幹の冨家先生から
「イオンポンプを買うなどして予算をどんどん消化
しないとダメだ。大学から来た奴は机にしがみつ
いていて、間に合わなくなるぞ」と叱られたこと
があった。これに対して小林は「予算が限られて
いるなら、なおさら最適なものを購入したい。最
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終年度の現場設置の際に、形状や寸法が合わない、
どうするかその場限りの現物合わせという間に合
わせの善後策を考えるようなことは避けたい。そ
のために製造だけでなく設置まで含めた真空系全
体の設計を優先させている」と加速器経験の無い
(若者？) は生意気にも答えたことを思い出す。こ
のように設置までのイメージを明確に持ち続ける
ことは、真空・表面の研究者であっても加速器を
知らない筆者にとって、3 年後の完成まではすごい
プレッシャーであった。INS での経験のあるスタッ
フ連は夜な夜な飲みながら情報交換したりしてい
たとも耳にしたが、筆者はそれどころではなかっ
た。
　また電磁石担当の木原教授に「偏向電磁石の図
面を見せてください」と初めて声をかけた。数日
後に木原先生の居室へ出向き「図面を検討してい
て気がついたのですが偏向電磁石コイルの全長は
図面に表示されていますが磁極の上流側および下
流側へ取り付けた際のはみ出し寸法が表示されて
いません。偏向電磁石部ダクト (B ダクト) 上流部
にはダクト結合フランジとベローズを配置します。
下流側には第 3 年度に発注予定の直線部ダクト (Q 
ダクト)、最終年度の第 4年度には B, Q 2 つのダク
トを接合することになりますが、この部分は放射
光強度が強いのでステンレス鋼製フランジによる
接合は避けて現場溶接とせざるを得ません。従っ
て、電磁石コイルの上流側と下流磁極からのはみ
出し寸法が真空系設計上不可欠ですので、教えて
ください」「磁石はすでに工場で製作しているから、
今さら寸法変更などは出来ない」「でも、必要な寸
法です」木原先生の居室へ毎朝 1 週間ほど繰り返
し出かけ押し問答・やりとりを続けた。「君もしつ
こいね」と云われたが、ついに「工場で製作して
いる 28 台の偏向電磁石部コイルの全長は図面通り
出来ているが、中の 3 台ほどが上流・下流へのは
み出し寸法に異なるものがあった。修正してもら
う交渉をした」「ありがとうございました。これで
最終年度無事に B, Q ダクトは接合出来ます」とい
うやりとりがあり、間に合わせではないように物
を作り、設置したい熱意が認められた瞬間という
思い出深い出来事である。

6.		電子ビームをリングに入射・周回・蓄積でき
た時の様子

　光源系では冨家主幹が光源各部を担当するス
タッフを、立ち上げ経験のある者と未経験者との
バランスを考えて 3 グループに分けて、昼夜兼行
で立ち上げ調整運転を進めるようにした。

1982/2 入射器・光源の調整 (磁場、タイミング、
キッカー、放射線、各種モニター、放電、
RF 空洞 aging、各種信号へのノイズ混入
低減策など) 悪戦苦闘。立ち上げのための
各グループが徹夜で調整作業。リニアッ
クとリングのエネルギーのわずかなずれ
やタイミング信号のずれなど、リニアッ
クコントロールと頻繁に連絡を取り合う。

3/4 21:15　4-turn 周 回 し た こ と を 確 認。
DCCT などのモニター信号よりも、リン
グに沿って配置した超高真空計の示度が
桁を変えて圧力上昇を示したことで、リ
ングの何処までビームが進行しているか
を知ることができた。

3/5 1:00　19-turn、23:29　10 μA の電流を
確認。

3/10 17:15　リニアックは E=2.30 GeV に変
更し、リングへの入射を調整、21:20  10 
mA のビームがリングを周回。

3/11 実験ホールにて、安藤、P. シュピーカー
から Si 単結晶の Laue 写真を撮影したと
連絡。

3/11 19:10　リニアックは E=2.51 GeV に変
更、設計値でのビーム蓄積に成功、歓声
が上がり拍手。

入射・周回・蓄積と成果が見えるにつれ、それま
での加速器での立ち上げ経験のあるスタッフでも
呼び交わす声や表情も含め「素直に年甲斐もなく？
喜びを表していた」様子は忘れられない。加速器
運転の経験の全くない筆者にとって光源スタッフ
の喜ぶ様子は大変印象深いものであった。

Photon Factory PF リング建設などの思い出 
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7.	その後の Ring 改良と他の施設への貢献
　当初の電磁石ラティスを改良して 1987 年には 
400 nm rad を 130 nm rad にする高輝度化の改造
を行い、輝度が高められた。ラティス改変に伴う
真空ダクトの設計・製作はそれまでの運転経験を
活かして堀洋一郎君を中心に実行された。さらに
最近では 40 nm rad にまでエミッタンスが改善さ
れている。
　また光源系内に新たに挿入光源グループが作ら
れ責任者の北村英男君による高性能の挿入光源が
次々と開発され、直線部に設置されてユーザー利
用に供されている。
　さらに新型パルス電磁石の開発配置によって
ビーム寿命を十分に長くしたのと同じ意味を持つ
「ユーザー運転中の連続入射」を可能とした。この
ように 1982 年のビーム初入射以来 37 年以上にわ
たって PF リングは放射光利用の中心の一つであり
続けている。

　SPring-8 真空系の設計に当たって、真空系責任
者であったベイ氏が PF を訪れ、Sp-8 真空系の設
計と製作にあたって注意すべき点を熱心にメモし、
Sp-8 リング真空系の設計・製作時に反映された。
比較的小型の放射光源として国内各地に多数の放
射光光源が存在している現状は、PF での放射光利
用実績の表れと云っても良いでしょう。
　また海外では台湾の TLS 建設に当たっては責任
担当者の劉先生と真空系担当の陳さんが数回にわ
たって PF を訪れ PF の発想や経験など注意すべき
ことをメモしていった。また筆者も TLS のある台
湾新竹市を数回にわたって訪れて彼らの将来計画
である TPS の製作設置に関する国際加速器技術諮
問委員会委員として参加し、コメントし貢献の一
部をなした。中国では高能研および合肥の放射光
加速器の建設に当たって設計製造の相談依頼を受
け、協力を行ってきた。また彼の地の若手加速器
研究者の育成教育にも参加し貢献できたと思って
いる。

第 2 グループ�記念写真．1982 年 3 月 12 日�光源棟地下の電磁石電源前にて．
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　さらにフランス大統領ミッテラン氏が PF リング
を視察に来たことがあった。リングおよび実験ホー
ルの視察の間、外国の大統領という VIP にはこの
ような対応があるのか、と驚かされた。彼らはヘ
リコプターで KEK 近くの広場に飛来し KEK-PF を
視察したのだが、彼とお付きの者達はリニアック
最終端の搬入口から加速器室へ入った。ビームト
ランスポートには赤絨毯ならぬ赤マットが 130 m 
以上に渡って敷かれその上をリング入射点に向か
い、入射点ではブリッジでリングを超えてリング
内側通路に入り、リングの一部を視察した。さら
にその後、リングを越えて実験ホールへ繋がる放
射線シールドのドアを経由して、実験ホールを視
察するというコース取りが計画されていた。リン
グ内側の通路からリング外へ出るにはどうした
か？ リングはすでに超高真空になっていたが「大
統領が頭を下げてリングダクトを超える (通過す
る) ことはまかり成らぬ。真空を破り Q ダクトを
一部撤去し、大統領が頭を下げることがないよう
にせよ」と達しがあった。このためリング真空を
破り短い Q ダクトを外した。さらに「軌道の高さ
は床から 1200 mm で、その高さは大統領の胸の
高さとなる。外したリングダクトの上流部および
下流部のダクトの内部に銃などが仕込まれていな
いことを証明せよ」とまで云われた。無事に彼が
リングからリング外の測定器フロアでの歓迎式に
出席したようである (我々は人払いされていたので
詳細は不明である)。PF 視察だけではないだろう
が結果として、フランスでは放射光リング建設の
動きが加速され、グルノーブルに ESRF 施設が建
設されることになった。これらの活動はいずれも
(BNL に先駆けて) Ec ＝ 4 keV の放射光利用が実
用になっていた PFの実績の反映である。
　PF での建設と運転の経験をもとに PF-AR がよ
りエネルギーの高い放射光源として活動している。
PF-AR の当初の役割は、電子 e- 陽電子 e+ 衝突リ
ング加速器TRISTANで top quark を発見するため
の e- e+ を主リングに入射加速する 6.5 〜 8.0 GeV 
の前段加速器である。TRISTAN 計画の終了に伴
い PF よりもエネルギーの高い放射光利用のための
加速器として生まれ変わらせることにした。当時、
入射リング AR の真空では蓄積は出来ても貯蔵は

出来ないほどビーム寿命が短く 1 日に 12 回ほど入
射するのが現実で、時間的に安定な放射光利用実
験を行うには不十分であった。PF-AR として光源
リングとしての性能を得るためには「リング真空
系を全面改良し、単バンチ蓄積運転でも 1 日 3 回
の入射で済むビーム寿命をもつ高エネルギー放射
光発生加速器に再生させる」ことを機構に提案し
た。この実現には菅原寬孝先生、木村嘉孝先生の
決断が大変大きい。PF リングの倍の周長を持つリ
ングの真空系改造は堀洋一郎君、谷本育律君が PF 
での経験を活かし真空系設計を行い、光源加速器
として生まれ変わらせ所定の性能を実現し、放射
光利用に供している。

Photon Factory PF リング建設などの思い出 
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PF における世界初の結晶構造
生物学研究システムの構築

坂部 知平  KEK 名誉教授、坂部 貴和子  理学博士

・	はじめに
　KEK が設立されて以来 KEK は世界的な成果を
収め無事に 50 周年を迎えることが出来ましたこと
を心から祝福申し上げます。
　この 50 周年記念誌の原稿を書かせて頂くことに
なり、思い出したのは、50 年以上前、私が未だ名
古屋大学理学部化学科固体化学研究室で教員を務
めていたころ、物理学教室の友人から「自分達が
長年凄く期待していた研究所が茨城県のとんでも
なく不便なところに建設されることが決まった」
とぼやいていたことでした。後日これが高エネル
ギー物理学研究所 (KEK) であったことを知ったの
ですが、兎に角これが KEK との最初の出会いでし
た。
　今回原稿を書くにあたって KEK はどのような土
地に建設されたのか気になりネットで検索したと
ころ PF 30 周年特集に高良和武 PF 施設長の記事
が載っていました。これは高良先生特有のユーモ
ラスであるが正確に PF 30 年の歴史が記載されて
いる貴重な記事です。その中に「建設当時、研究
者に必要な道具は、棍棒と懐中電灯と長靴で、我々
は、三種の神器と呼んでいました。棍棒は野犬を
追い払うため、懐中電灯は、高エ研のキャンパス
も外の東大通りも暗かったので、必要でした。長
靴は、雨が降ると、当時、道路は舗装されておらず、
すぐ、ぬかるみになるので、必要でした。」と云う
一文がありました。この文章から前述した友人が
ぼやいた理由が良く理解できます。この様な悪条
件にも拘わらず、将来を信じて、知恵を絞り、困
難に立ち向かわれた、先輩諸氏の勇気と努力に改
めて敬意と感謝の気持ちを捧げます。

・	高良和武	PF	施設長との出会い
　恐らく 1980 年頃だと思っていますが、高良施設
長が招集された会議に参加させて頂いたのが、高
良先生との出会いだったと思います。第一印象は
布袋様のように、にこやかで、しかも極めて雄弁

に「放射光の特徴」を説明されました。ウットリ
として拝聴していましたが、質問時間になり、我
に返ると、余りにも現実と掛け離れた放射光なる
ものが本当に得られるのか、そんなことが有り得
るのかと不思議になり、つい手を挙げてしまいま
した。「当時蛋白質の解析データ収集には 4 軸型回
折装置が最良と思われていた時代に私は更に良い
データを収集するために蛋白質用ワイセンベルグ
カメラを開発しており、其のカメラを使っても全
データを収集するのに一カ月以上要しているが放
射光ならどのくらいで収集できますか」と質問し
ました。高良先生は驚いたご様子で「数時間で収
集できます」と回答された後、逆に「先生はどの
ようなスクールを作って居られるのですか」と質
問されましたが、余りにも意外な「スクールを作っ
て居られる」と云うお言葉に驚き、そのあとの会
話は覚えていません。

・	PF	ニュースの発刊
　1983 年春に開催された PF 利用者懇談会の時に
私が「放射光施設の情報が全く伝わってこないの
で定期的な発行物を全国レベルで配って欲しい」
とお願いしたところ、早速その年の 5 月 11 日に放
射光実験施設の測定器研究系佐々木泰三主幹から 
PF ニュースの第 1 回編集委員会が開催されるので
出席するようにと云う連絡を受けました。
　出席してみると私以外は、既知の間柄で、佐々
木泰三主幹は手際よく役割を決められ、反論する
勇気も出ないまま私が任期 1 年と云う事で委員長
に祭り上げられました。なお、副委員長は筑波大
学の福谷助教授、PF 測定器研究系の宮原助教授、
委員は電々公社電気通信研究所の石井監査役、PF 
測定器研究系の中島助教授、阪大基礎工物性物理
工学科の藤井助教授、書記は東大教養の鈴木さん
の合計６名でスタートしました。但し第 3 回編集
委員会の会合からは私の指導生で協力研究員とし
て PF にも所属していた神谷信夫研究員が鈴木さん
に代わって書記を務められました。
　PF ニュースの創刊号の P. 1 に佐々木主幹が、
フォトン・ファクトリー・ニュース発刊に当たっ
ての中で、「(1) ニュースの発刊は昭和 58 年 (1983
年 ) 3 月下旬の X 線関係の User’s Meeting での討
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論にもとづいて具体化したこと、(2) ユーザーと 
PF 所員とが協力して、情報の発生現場で編集作業
を行い、ユーザーの研究活動の実務的なお手伝い
するというのが PF ニュースの主な役割であると私
共は考えています。」と書かれています。此の様な
役割を果たすため、熱気に満ちた編集委員会とな
り、特に藤井さんが多くの提案をされ、大声で討
論がなされ、迅速に創刊号の内容が決まり、6 月に
は B5 版 32 頁の創刊号が発刊されました。この間
僅か一ヶ月で、原稿集めから、表紙のデザイン、
印刷所の設定、印刷及び発送まで行いました。第 2
号は 9 月 5 日に、第 3 号は 11 月に発行されました
が、それまでにその後の PF ニュースの輪郭がほぼ
決まり、現在も引き継がれています。当時の「読
者の広場」は現在では「ユーザーとスタッフの広場」
として受け継がれています。

・	PF	での初実験の想い出
　PF ニュースの発刊と全く同じ 1983 年 7 月には、
放射光取り出し口 21 個中 7 個から出射する放射光
が実験可能になりました。早速使わせてもらおう！
私にとって虎の子の博士課程の院生である神谷信
夫氏に声を掛けたところ、PF で実験して見たいと
の積極的な返事が貰えました。そこで神谷氏を
1983 年 5 月より PF の協力研究員としての手続き
を行いました。当時蛋白質用ワイセンベルグカメ
ラの実験ステーション (以後ハッチと記載) は無
かったので名大理学部金属工作室の協力で製作し
た蛋白質用ワイセンベルグカメラや X 線用フイル
ムなど、実験に必要と思われる物を自動車にのせ
て、神谷氏は意気揚揚と名大を出発しました。ワ
イセンベルグカメラを選んだ理由は軸立をすれば
指数付けが容易であった事とマルチレアーライン
スクリーンを容易に開発出来ることでした。私は 
PF の BL-4A ハッチを使わせて頂くため、PF に行
きました。当時 BL-4A は白色 X 線が使える多目的
ハッチ、即ち放射光以外如何なる測定装置も内蔵
されていないがらんどうのハッチでした。PF 教官
の松下正教授から平板 Si モノクロメータをお借り
して実験しようと思いましたが、通常の実験室と
は異なり、ハッチの中に人がいては X 線が出せな
い、つまりモノクロメータを操作することも出来

なければカメラの光軸合わせなど、通常の実験室
の要領では全く何も出来ず途方にくれました。神
谷氏に助けてもらおうと探しましたが、どこにい
るか直ぐには分からず、やっと見つけても 5 分も
すると電話が掛かってきて消えてしまう！ 神谷氏
は鉛ブロック運びやウイグラー冷却用の液体窒素
や液体ヘリウムを運ぶ等、協力研究員としての仕
事が忙しくて、私と共同研究する時間は全くなかっ
たのでした！ 彼は大変疲労困憊し、疲れ果ててい
ました。神谷氏は決して足早に歩くことはしなく
なっていました。此れはこの数か月間に彼が会得
した、決してへばって座り込まないための技でし
た。ゆっくりした動作ですが絶対にへばらない！
これが当時 PF で求められた若者の忍耐力保存術で
した。神谷氏は一言も不平を云わず、私達に実験
の指導を行いながら、協力研究員の仕事もこなし
ていました。神谷氏によるとこの多忙さが当時の 
PF では当たり前で、文句の云えた筋合いではな
かったとのことでした。此の頃までの PF スタッフ
は短期間に大量の PF の仕事をこなしていました。
その様子は KEK 加速器の小林正典教授が書かれた
随想「うたかたの記 (6)」[1] に詳しく書かれてい
ます。例えば予算の関係で 4 年間という限られた
時間内に、PF リングを最初から将来まで考察され、
正に超人的なお仕事をなされた様子が素人にも理
解出来るような優しい文章で説明されております。
そのお蔭で、PF は現在に至っても世界に有数の性
能を誇れる光源であり得るのだと思います。
　兎に角このままでは実験できないことが分かっ
たので一旦名古屋に帰り、PF で得た貴重な体験を
基に、神谷氏と電話連絡しながら、モノクロメー
タを設計し、名大理学部の金属工作室の舟橋氏に
製作依頼しました。要点は可動部を全てリモート
コントロールにしたことです。通常の実験室では
数分で済む光軸合わせが、放射光施設では途方も
なく長い時間が掛かりました。これは慣れていな
かったからだと自分に言い聞かせながらも、この
時点では実際今後利用した方が良いのか迷いまし
た。BL-4B は多目的用実験ステーション (ハッチ)
ですが一応実験が済む迄と云う、これも今日では
想像もつかない程おおらかな時間配分をして下さ
いました。多目的と云うと、何の実験でも出来る
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素晴らしい測定器が装備されていると思う方もお
られるかも知れませんが、実際は厚手の鉛版を張っ
た鉄製のハッチで実験道具搬入と人の出入り用の
扉とが付いており、その他外部から中を覗ける分
厚い鉛ガラス窓がありました。天井には蛍光灯が
ありハッチの外にスイッチがついていました。そ
の他 BL-4C 用の太い真空パイプがハッチ内を突き
通して、最初はこれが邪魔に思えました。勿論 
BL-4B 用の真空パイプもハッチ内に突き出ていま
したが上流で止まり、放射光用のシャッターが装
備されており、シャターはハッチの外部から操作
出来る方式になっていました。ON、OFFのモニター
用ランプもハッチの外についていました。ハッチ
の扉はキーが必要ですが、電磁ロックでシャッター
が閉じているときだけ開くことが出来る方式に
なっていました。更に放射光がハッチの外に出な
い様に通り道に相当するハッチ直後に大きな鉛ブ
ロックが台の上に置かれていました。ハッチの中
にはユーザーが持ち込んだ測定装置をセットする
為に頑丈な定盤が、此れも頑丈な鉄製の台の上に
置かれていました。この台は上下可動でした。今
では笑い話しにしかならないのですが、兎に角リ
モート操作に慣れていない私は光軸合わせだけで
数日かかりました。後で気が付いたことですが、
大きめの蛍光板をハッチの壁の放射光の通り道に
張り付けて放射光の位置に印をつけ、上流のスリッ
トと、下流の印を付けた位置を通過するように小
型レーザーをセットすれば、光軸合わせはリモー
トではなく、ハッチ内で操作出来るはずです。し
かし最初は通常の実験室とは異なる別世界に飛び
込んだ感じで、そうなると頭の働きも悪くなり馬
鹿げたことの連続でした。やっと多層線スクリー
ン付きワイセンベルグカメラで撮れた回折写真を 
図 1 に示します。G-Actin-DNAse I 複合体結晶
(a=42.0、b=224.8、c=77.3Å、空間群 P212121) の
回折写真で、半径 143.5 ｍｍ の円筒形フイルムカ
セットを使用し、a 軸振動 (8°/ ｍｍ) 振動角 36°、
μ＝０、1往復 18分、露光時間 180分、λ＝ 1.38 Å、
PF 2.5 GeV、102-65 ｍ A という条件でした。現在
の PF ビームからは想像がつかない程電流が変化し
ていました。通常の実験室で使われる回転対陰極
の X 線に比べ、当時の BL-4B の放射光強度は僅か

24 倍ほどでしたが、しかし私達はこの写真の美し
さに驚きました。これまでの回転対陰極 X 線発生
装置から得られる X 線に比べて、ビームの並行性
が格段に良いため各々の回折点の広がりが極めて
小さく、各々の回折点が良く分離していました。私
達はこの 1 枚の写真で放射光の魅力に取りつかれ
ました。これならいける、近い将来必ず PF は安定
した寿命の長いビームを出す様に改良されるから、
PF は必ず蛋白質結晶構造解析に無くてはならない
施設になると確信しました。比較のため通常実験
室にある微小焦点 (Fine focus) 回転対陰極 X 線発
生装置で同種の結晶の回折像を 図 2 に示します。
　一見、図 2 の方の回折点が黒々とハッキリ写っ
ている様に思えるかも知れませんが、これは回折
点の並行性が悪いため回折点が広がって大きく
映っているためと Cu ターゲットを使用していた
ので波長 λ＝ 1.542 Å のため、低分解能領域しか
映っていないためです。尚、図 1、図 2 共に縦の白
線は 図 3 に示す多層線スクリーンで陰になった部
分です。これまでに PF の放射光は高良施設長の予
想を遥かに超えた素晴らしい発展を成し遂げまし

図 1　BL-4B�で撮影した回折像．

図 2　�微小焦点回転対陰極�X�線発生装置で撮影した回折像．
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た。しかし初期の放射光は不安定でしかも頻繁に
ビームが落ちました。ウイグラーを入れると状況
は更に悪化しました。勿論、光源のマシンスタディ
は共同利用とは別の日にスケジュールされていま
したが、それでもウイグラーの影響は残り、利用
者にとってはマシンスタディと共同利用実験が同
時進行しているかのように思えました。

　初期のビームは輝度も低く、現在の共同利用者
なら見向きもしない程みすぼらしいものでした。
この頃、実験ホールの現場まで高良施設長がこら
れてユーザーと話をしては情報を集められ、更に
光源の主幹である冨家和雄教授も実験ホールへ頻
繁にこられ、しかも真夜中に来られることもあり
ました。冨家先生はユーザータイム中、ユーザー
がいないハッチを見つけると「此処のユーザーは
何処へ行ったのだ」と問われて、ご機嫌斜めでした。
夜中にハッチの横で寝袋に包まっていると先生は
上機嫌でした。未だ何時何が起こるか分からない、
不安定な光源であったため油断は許せなかったの
でしょう。この様に当時のスタッフ及びユーザー
は一丸となり、将来の発展を信じ、疲労しても目
には輝きを失わず困難を乗り越え、現在の PF を作
り上げたことを皆誇りに思っていると確信してい
ます。

・	PF	に赴任してからのおもいで
　蛋白質結晶解析用ビームラインは私が赴任する
前に神谷氏がハッチ内に設置する光学台を企画し、
KEK の工作センターで作成中でした。神谷氏は

ハッチが完成する前に理研の岩崎教授のもとに就
職し、SPring-8 で最初の蛋白質結晶用のハッチを
完成しました。私は 1985 年 7 月に KEK の放射光
測定器研究系に教授として赴任し BL-6A ハッチが
与えられました。このハッチで共同利用の世話を
するには私一人では無理でしたが、私の妻坂部貴
和子博士及び、渡邉信久博士らが加わりました。
渡邉信久氏は名古屋大学の修士課程を修了後直ぐ
筑波大学博士課程に編入し、PF の協力研究員とし
て私を助けてくれました。間も無く 図 4 に示した
蛋白質結晶専用の実験ステーションが完成し、共
同利用者の募集を開始しました。初めのうちは、
数グループの応募がありその中に後日ノーベル賞
を受賞された Ada E. Yonath がいました。

　その頃迄は検出器として X 線フイルムを使って
いましたが、富士フイルム (株) が医療用にイメー
ジングプレート (IP) を発明し、雨宮慶幸 (当時
KEK 助手) と神谷氏が蛋白質結晶でテストしたこ
とを神谷氏から聞いていましたので、私自身がそ
のテストを行う為、松下正教授の紹介をいただき
富士フイルムの宮ノ台研究所から 10 枚の IP を借
り露光後直ちに宮ノ台研究所に戻って、読み取っ
て頂きました。検討した結果、感度が X 線フイル
ムの 100 倍、直線部分も 6 桁以上と云う、大変素
晴らしい検出器であることが分かりました。

図 3　カセットを外し多層線スクリーンが見える．

図 4　�BL-6A�ハッチ内に設置された光学台と初代高分
子結晶解析用多層線スクリーン付きワイセン
ベルグカメラで、これは赴任の際名古屋大学
から�PF�に移管したものです．
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　しかし、当時は１台数億円と云う高価な読み取
り装置であったため、購入出来ませんでした。名
古屋大学の大澤文夫教授に相談したところ、相談
に乗って下さり、PF から自動車で 15 分程離れた
ところにある難波啓一博士の研究室に IP の理化学
研究用の読み取り装置を入れて下さいました。我々
3 人の誰かが付き添うという条件で研究所の鍵を私
が預かり、IP が使える様になりました。しかし、
この条件は大変厳しいものでした。1988 年筑波大
学の村上教授の口添えで、秩父セメント（株）から
の奨学寄付金で IP 読み取り装置 BA100 を購入す
ることが出来ました。その後 PF に蛋白質結晶専用
のワイセンベルグカメラと IP を備えたハッチがあ
ることが世界中に知れ渡り、一時欧米の放射光の
蛋白結晶解析ユーザーは放射光離れをしていまし
たが、それらの外国人が PF に押し寄せてユーザー
の課題数が急増し 100 課題を越え BL-6A だけでは
不足になり、渡邉博士が中心になって、重原子誘
導体一個でも重原子の吸収端近くの 3 波長でデー
タを集めれば蛋白質結晶構造を解析できる、所謂
XAFS 法の測定が出来るハッチを 1993 年に BL-
18B に建設しました。それでも尚、ユーザーの増
加は増え続け、1996 年に、BL-6B ハッチに改良型
巨大ワイセンべルグカメラを設置しました。これ
らのハッチを利用していた一般外国人、一般日本
人、企業数を 1987 年から 2001 年迄の年代毎のプ
ロジェクト数を棒グラフで 図 5 に示しました。
　この間、私は定年のため 1994 年筑波大学に移籍
しましたが引き続きユーザーとして PF の仕事を続
けました。

・	筑波大学時代の想い出
　私が定年になる少し前に三共の畠忠さんから、
製薬企業がもっと自由に使えるハッチが欲しいと
いう要求が出されていました。ノーベル物理学賞
を得られた江崎玲於奈博士が筑波大学長として 
TARA プロジェクト (Tsukuba Advanced Research 
Alliance、和訳では先端学際領域研究センター) を
開始していました。これを利用し、産官学が協力
し合って、特に企業からの寄付を利用し筑波大学
の協力を得て、TARA 坂部プロジェクトを開始し
ました。このプロジェクトで全自動の装置 (図６)
Galaxy[2] を開発し BL-6C にセット致しました。
図 6 は左端がモノクロメーター、その次が露光部、
その次が読み取り装置、右端は IP 消去部で円筒形
の IP カセット 2 個が順次左から右端に動き、消去
された IP カセットが露光部に戻り、データ収集を
行う装置です。大きさを推定出来るように身長
166 cmの私が立っています。

　この他蛋白質結晶解析のユーザーがデータ処理
を行ったり、気楽に休憩できるように TARA 坂部
プロジェクトの企業から集めた資金で、筑波大学
事務局が PF リングの直ぐ傍にある空き地を借り受
け 2 階建、総面積 500 m2 の TARA ハウスを建設
してくれました。一階には寄付してくれた企業毎
の部屋や食堂、図書室、一番奥のパソコン室は光
ケーブルで実験施設と結びました。これにより外
部ネットワークとも通信出来ました。2 階はセミ
ナールーム、2 段ベッドの仮眠室 3 部屋、和室も用
意されています。男女別々にトイレがあり、また
電子レンジ付きの台所も備えました。

図 5　年代ごとのプロジェクト数．

図 6　�BL-6C� に設置された全自動蛋白質結晶解析データ収
集装置�Galaxy．
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・		本システムを利用した我々の超精密蛋白質結
晶構造解析結果

　坂部知平、坂部貴和子、佐々木教祐が共同研究
を組みインスリン結晶の分解能 1.0 Å の精密解析
を行い、世界で初めて、タンパク質結晶中の水素
原子を見ることに成功致しました。ヒト 2 亜鉛 
insulin の B 鎖 4 番のアラニンのメチル基の水素原
子は一見止まっている様に見えますが、その安定
位置から振動している様子も見られました。結晶
中の亜鉛イオンは結晶学的な 3 回回転軸上にあり
ます。此の亜鉛は B 鎖 10 のヒスチジン残基と配位
結合していますが、その際に亜鉛イオンの再配列
した d- 電子 [3](図 7) が観測されました。2 亜鉛 
insulin 結晶中の 98% の水分子を確認しました。こ
れらは全て蛋白質として世界初の観測です。
insulin 結晶中には非対称単位中には 2 個の亜鉛が
あり、その内の 1 個は上記した様に亜鉛の周りが
整然としていますが、もう一方の亜鉛は極めて似
た環境ですが少し乱れがあります。この他 Actin-
DNAse I 複合体結晶の解析も行いましたが、外国
の研究者が先に構造の発表を行いました。極めて
よく一致していますが C 端部分の構造が違ってい
たので、短い論文を発表しその差を報告してこの
研究を終了しました。
　尚、回折計のデータ処理には東常行博士のプロ
グラムを使用致しました。

参考文献
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Crystallographic refinement of the structure of 2 
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図 7　�galaxy�による 2 亜鉛�insulin�の�1Å�データを使用した
差フーリエで得られた亜鉛原子の�ｄ�電子．

PF における世界初の結晶構造生物学研究システムの構築



292 KEK創立 50 周年記念誌

KEK におけるミュオン科学の
誕生と発展

永嶺 謙忠 
KEK 名誉教授

1.	KEK	の誕生と東京大学分室の設置
　1971 年に発足した KEK に筆者が携わりをはじ
めたのは、旧ゴルフ場クラブハウス内にあった
KEK の仮の会議室で発足翌年に行われた、第 1 回
研究会に若手登壇者（当時東大助手）として招かれ
た時の事である。その後数年にわたり、山崎敏光
先生（当時の上司、海外施設でミュオン科学研究を
主導）と共に陽子シンクロトロン建設中の KEK を
訪れ、12 GeV 陽子シンクロトロンの前段の中間加
速器 500 MeV ブースター加速器の利用について議
論に加わらせて頂いた。故佐々木寛先生（加速器）、
故石川義和先生、故渡辺昇先生（中性子）、筑波大
担当先生（医学）の方々と同席させて頂いた。
　本格的な KEK でのミュオン科学の研究活動が
開始されたのは、1978 年に東京大学理学部に中間
子科学実験施設が誕生し、分室として KEK ブー
スター利用施設（BSF）内に実験施設の設置を開始
した時の事である。西川哲治（KEK）先生、山崎敏
光両先生のご努力で、「共同利用研の中の大学」と
して、恵まれた画期的な施設を誕生させて頂いた。
体制・人事は大学に属し、予算も大学を通して執
行された。同様な形で筑波大学陽子線医科学セン
ターが BSF に設置された。この様な「共同利用研
の中の大学」は、50 年後の現在に至るまで、国内
に余り存在していないようである。
　筆者は施設開始時に専任教官として着任し、実
験施設の建設・実験研究の主導に携わった。特に、
パイオン飛行崩壊で生ずるミュオンを高効率に得
るための、5 T 磁場・6 m 長・12 cm ボーアの大型
超伝導ソレノイドとヘリウム冷却器系（図 1）を作
成した。
　BSF は、KEK の中性子施設 KENS と東大理学
部の BOOM （ブースター中間子施設）と筑波大医
科学センターの 3 施設からなり、1980 年に完成し
た。後になって世界の通例となる“串刺し”でな
く、それぞれがビームダンプを有するという形で

実現された。ビームタイム配分は、お互いを尊重
し KENS と BOOM とで半分半分、医学利用は時々
パルスを抜き取るという形で行われた。筑波大医
学は 2000 年に終了したが、この方式は 2006 年ま
で続いた。
　500 MeV 陽子シンクロトロン利用中間子実験施
設は、世界初の「パルス状ミュオン実験施設」となっ
た。当時の世界の流れは、メソンファクトリー（中
間子工場）と呼ばれた大強度直流状パイオン・ミュ
オン実験施設が主流で、LAMPF （米国、線型加速
器）、SIN （後に PSI、スイス、サイクロトロン）、
TRIUMF （カナダ、サイクロトロン）があった。こ
れらのメソンファクトリーに比べると、KEK ブー
スター加速器の陽子出力は平均強度で 2 桁落ちる
が、独特のビーム時間構造（パルス時間幅 ; 50 ns、
パルス時間間隔 ; 50 ms）を持っていた。この時間
構造がミュオンの平均寿命 2.2 マイクロ秒に対して
適切であったために、特徴ある実験研究が可能で
ある事に直ぐ気が付く事ができた。
　次の特徴がある事が判った。
1）  ミュオン寿命に比べ長時間域のミュオン崩壊・

ミュオンスピン緩和現象の精密観測が可能にな
る。

2）  ランダムで大きな雑音下で、ミュオンが発生す
る稀現象の観測が出来る。

3）  RF やレーザー等パルス状に実現される極端実
験条件との効率良い結合が出来る。

図 1　 BSF� 東大中間子施設に完成した大型超伝導ソレノイ
ドシステム最終組み上げ寸前の写真（1980 年 7 月）．
組み上げ後，ミュオン収集系磁石（右端青色）が繋
がりビームラインが完成した．
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　施設建設期・創始期にスタッフや大学院生であっ
た方々の中には、後に加速器、高エネルギー物理、
ミュオン科学の分野で大きな業績を残された：中
山久義氏、早野龍五氏、今里純氏、故西山樟生氏、
久野良孝氏、松崎禎市郎氏、石田勝彦氏。

2.	東大中間子施設の発展
　世界初のパルス状ミュオン施設では、先にあげ
た特徴を生かして数々の成果を挙げることが出来
た。代表例は以下の通り。
　1）については、スピン偏極正ミュオンを物質中
に止め、異方性陽電子放出の時間変化を測り物質
の格子間位置での微視的磁気の大きさや動きを調
べるミュエスアール法（μSR 法）が実験研究の中
心であった。ミュオン平均寿命 2.2 マイクロ秒の
10 倍以上の弱い周辺磁場（1 ガウス以下）や遅い緩
和現象（10 マイクロ秒以上）の観測が容易に出来
た。金属中の正ミュオン軽粒子の量子拡散の発見、
正ミュオンが創出する有機半導体中の電子伝達現
象の発見、高温超伝導体中の磁気相の存在の発見、
等がおこなわれた。
　2）については、負ミュオンが D-T 混合系で触媒
する連鎖的核融合現象（ミュオン核融合）の限界
を知るアルファ付着率信号の直接観測法の創始（毎
秒 105 個以上のトリチウム崩壊 X 線バックグラウ
ンド下で、ミュオンパルスに同期した稀現象 X 線
の観測）。
　3）については、熱エネルギーミュオニウム発生
の発見と強力パルス状レーザーによるミュオニウ
ム共鳴が、ミュオンパルスと高強度パルス状レー
ザーとを同期させることによって実現した。量子
電磁気学（QED）の検証の端緒となった。
　特に 3）では、後のノーベル物理学賞受賞者のス
ティーブ・チュー氏（米国）が Bell 研究所よりレー
ザーを持参して参加した（図 2）。また 1）では、
40 g もの巨大なポリアセチレン試料を白川英樹先
生（筑波大、後のノーベル化学賞受賞者）にご用
意頂いた。
　また上記のミュオン触媒核融合実験の重要性が
認識され、1990 年に、理化学研究所から、KEK-
BSF の数 10 倍の強度の加速器が完成していた英国
ラザフォード・アップルトン研究所（RAL）に新し

いパルス状ミュオン施設、理研 RAL ミュオン施設
が建設された。KEK-BSF より 10 倍以上の強力な
ミュオンを発生した。KEK-BSF と J-PARC との橋
渡しとなった。
　加えて、熱エネルギーミュオニウムのレーザー
共鳴が超低速（keV 領域）の正ミュオンビームの発
生になるとの考えが生まれ、第 2 実験室の建設が
1990 年に認められ、1995 年に超低速正ミュオンの
発生に成功した。三宅康博氏等が活躍した。
　この期に教官・院生で活躍された方々にその後
主導的に活躍している人達がいる：岩崎雅彦氏、
下村浩一郎氏、門野良典氏。

3.	KEK	物構研でのミュオン施設
　1997 年、東大中間子施設は改組統合され新 KEK 
機構物質構造科学研究所（物構研）の一翼となった。
後にミュオン科学系と名乗ることとなった。東京
大学理学部から新 KEK 物構研への移行にあたって
は、菅原寛孝先生（初代機構長）、木村嘉孝先生（初
代所長）にお世話になった。
　移行に際しては、新 KEK を構成する素粒子原子
核研究所（素核研）と物構研とのどちらに属するか、
スタッフ・ユーザー・学識経験者の間で、長い熱
烈な議論が有った。ミュエスアール物性やミュオ
ン化学は物構研的で、ミュオン触媒核融合や QED 

図 2　�BSF� 東大中間子施設におけるミュオニウ
ム�1S-2S� 共鳴実験の 1 スナップ．左から
アラン・ミルズ（陽電子物理の第一人者），
スティーブ・チュー，筆者（1987 年 6 月）．

KEK におけるミュオン科学の誕生と発展
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実験は素核研的であったからである。文科省の委
員会で物構研に決まった。当時の強度の弱い BSF 
加速器では、ミュオン物性のユーザーが多かった
ため、合理的な結論であった。その後 J-PARC に
至った今日までの歴史を考えると、やや問題が残
る感じがする。
　発足当時のミュオン施設の実験室レイアウトを
図 3 に示す。東大中間子の実験室をそのまま引き
継いでいる。
　新しく発足した物構研では、高エネルギー加速
器からの量子ビーム（放射光・中性子・ミュオン）
を使って、物質生命・産業利用研究に展開するこ
とが期待されていた。
　物構研ミュオン施設では、共同利用の主体は、
正ミュオンのミュエスアール法を用いた物性研究
で、高温超伝導体や関連物質・有機磁性体等の新
機能物質が持つ微視的磁性研究、有機伝導体やタ
ンパク質中の電子伝達、等の研究に成果があった。
　将来につながる技術開発として、パイオン・ミュ
オン発生標的に密着し大立体角軸収束に超伝導コ
イルで捕獲する「大オメガ」が製作設置された（図
4）。標的表面でパイミュ崩壊を起こして生まれる
「表面正ミュオン」を 1str もの大立体角で捕獲・輸
送できることが判った。

　共同利用研としての活動が始まり、プロポーザ
ルが他大学・研究機関・民間会社から提出される
ようになった。プロポーザルの数は年間 100 件を
越えていた。ユーザーの連絡・調整を図る組織と
して「中間子科学会」が組織された。ユーザーの
学術的成果が大きくなり、西田信彦氏（東工大）、
鳥養映子氏（山梨大）、杉山純氏（トヨタ中研）、
小池洋二氏（東北大）らのグループによる目覚ま
しい活躍が有った。これらの方々は歴代の中間子
科学会長となられ、全国のユーザーを主導された。
　KEK-BSF を継承した物構研中性子・中間子（ミュ
オン）施設は 2006 年 3 月に共同実験運転を終了し、
J-PARC に移行した。
　その間、思いがけない研究の展開があった。ミュ
オン観測技術の余技として 90 年代始めから宇宙線
ミュオンの透過減衰量から巨大物質の内部構造を
知る方法を山体等で行っていたが、溶鉱炉のよう
な稼働中の産業機器に適応され、耐熱レンガ壁の
摩耗状態の実測に利用された（図 5）。後の原子炉
の損傷状態の探索や大型建造物の内部探索に発展
する礎を作った。手法の拡張や加速器ミュオンの
利用にも繋がっている。ミュオンの産業利用の始
まりと云える。

図 3　�2000 年 6 月頃の�KEK� 物構研内中間子実験施設．右の陽子ビームラインの下流（紙面右側）に中性子施設�
KENS�が上方に筑波大医科学センターが存在した．
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　この期に参加した若手の中に現在他分野で活躍
している方々がいる：豊田晃久氏、田中宏幸氏、
宮寺晴夫氏、今尾浩士氏。
　つくばの BSF 施設の完成以来、次期将来計画
が議論された。20 年近くにわたり、MW （GeV・
mA）級の大強度陽子加速器の将来計画の実現が立
案・議論された。2000 年頃になって、KEK と日本
原子力研究開発機構（JAEA）との共同事業として、
3 GeV で 333μA （1 MW）の陽子シンクロトロン
と 50 GeV 後段加速器からなる J-PARC 計画が実
現されることになった。異なる官庁部局の壁を越
えて大計画を実現された永宮正治氏をはじめ関係
者の皆様に感謝したい。

4.	J-PARC	ミュオン施設（MUSE）の誕生と発展
　1 MW/3 GeV の陽子シンクロトロンを利用する
ミュオン実験施設 J-PARC-MUSE が三宅康博氏を
中心とする KEK 物構研ミュオン施設グループに
よって設計・建設された（図6）。髭本亘氏を中心と
する JAEA 先端研グループが協力している。2007
年頃より、D-line での利用実験が開始された。物
構研ミュオンから若手スタッフが参加した：パト
リック・ストラッサー氏、幸田章宏氏、小嶋健児氏、
河村成肇氏、牧村俊介氏。
　世界最高強度のパルス状ミュオンビームを用い
て数々の革新的研究が準備・実行されている。特

図 4　�超電導軸収束組み合わせコイル「大オメガ」の構造
と捕獲される表面正ミュオンの軌道．（2000 年 4 月
頃）．

図 5　�宇宙線ミュオン透過強度減衰ラジオグラフィー法に
よる溶鉱炉内部探索 ; 実験レイアウト（左），観測さ
れた宇宙線ミュオンの透過像（中），解析して得られ
た中心部の密度分布（右）．（2004 年 10 月頃）．

図 6　�J-PARC�MUSE�実験施設のレイアウト図（三宅
康博他、第 15 回ミュエスアール国際会議報
告（2017 年 8 月））．下流（紙面右側）に中
性子施設がある．

KEK におけるミュオン科学の誕生と発展
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に利用者の多いミュオン物性の分野では、KEK-
BSF の数 10 倍、理研 RAL の数倍の速さでデータ
取得ができるようになった。

1）  串刺し標的のため、中性子施設の運転と MUSE 
の運転とが同時に出来る。また発生標的の周り
に多数のビームチャンネルの同時稼働により、
多数の多角的実験が同時に実施できる。

2）  ミュオン異常磁気能率・ミュオン稀崩壊・ミュ
オニウム超微細構造分離エネルギー等、素粒子
物理の基本課題の最先端実験が実現される。そ
れぞれ、齊藤直人氏、三部勉氏（KEK）、青木正
治氏（大阪大学）、下村浩一郎氏（KEK）を中心
として国内外の大きな研究グループが形成され
ている。

3）  熱エネルギーミュオニウムのレーザー解離によ
る超低速正ミュオン、ミュオン触媒核融合によ
る keV 負ミュオン等の新しいミュオンビームが
企画・実現され、新しいタイプの実験研究が可
能になる。

　2020 年の時点で、H-line 等未だに建設途上にあ
るが、ユーザーやプロポーザルも多く、幾つかの
重要な成果が挙がっている。今後全く予想もして
いない、新しいアイディアによったミュオンビー
ム技術開発や科学研究が行われる事であろう。世
界の最先端のパルス状ミュオンビームの利用につ
いて、外国からの大型実験プロポーザルが予想さ
れる。

5.	今後のミュオン・加速器科学
　思い出から今後の夢に移ろう。地上に安定に存
在しない粒子、パイオン・ミュオン・ケイオン等
を大量に生みだすことができる数 100 MeV 以上の
高エネルギー陽子・電子加速器は、次の世紀では
どの様な役割を果たすことが出来るだろうか。発
展的に存在し続けるためには、産出する粒子が人
類にとって有用で必要不可欠のものである事が重
要では無いだろうか。ミュオンは、中性子や光子
とは違って、高エネルギー加速器のみが生み出す
粒子として、次の役割が期待できる。

1）  D-T 内負ミュオン触媒核融合は、次世代のエネ
ルギー源としての期待が存在する。エネルギー
生産の限界を決めるミュオン・アルファ付着現
象は、高密度・高エネルギー反応過程の導入で
解決される可能性がある。

2）  負ミュオンの重い核への核吸収反応による核変
換現象は放射性廃棄物処理など、実用化の可能
性がある。原子炉から放出される 135Cs など長
寿命放射性廃棄物の処理に有効と思われる。

3）  正ミュオンは物質中の放射線効果のモニターと
して医学利用が開ける。放射線癌治療などで主
要な役割を持つことで知られるブラッグピーク
位置でのニ次電子の挙動を直接感知できる。
ミュオンで即時モニター付き癌治療を行う事も
夢ではない。

　KEK が生まれて 50 年が経過した。高周波加速
器がこの世に登場して 90 年である。この後 100 年
200 年の長さのスケールで、高エネルギー加速器が
どの様な未来を開くであろうか。先端素粒子物理
に加えて、広い人類への貢献の発展を祈りたい。

第３章　思い出文章集
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ブースター利用施設（BSF）に
思いを馳せる

遠藤 康夫 
東北大学 名誉教授

はじめに
　高エ研（以下 KEK）発足以来 50 年を迎え時代の
流れの早さに驚いています。私が KEK と繫がりを
持つ様になったのは東北大学に籍をおいた ’70 年か
ら暫く経った頃ですが、足繁く通ったのはブース
ター利用施設（BSF）建設に関った ’70 年代中頃か
らです。当時、現在の放射光ビームラインの近く
にあった旧ゴルフ場のクラブハウスを改造した宿
舎に寝泊まりをして建設作業に協力しました。敷
地の外の芋畑の周りに豚舎が点在し、豚の泣き声
で早起きを強いられたり、施設から帰った早朝に
食堂でビールパーティをして疲れを癒したのも懐
かしい思い出の一ページです。BSF 創設の経緯に
ついては、計画立案、交渉などに断片的にしか関
わっていなかったので不確かな記憶を頼りに書く
しかありませんが、完成した BSF ハードウェアは
随所に先見性と独創性に満ち、現在の大型施設で
ある大強度陽子加速器施設（J-PARC）の礎となる重
要な施設となりました。施設完成後は、装置の開
発や新しい実験法の試行、研究成果に対する厳し
い議論など随分充実した時間を過ごしました。そ
の間にリーダーである石川義和教授がクモ膜下出
血で急逝され私も大いに動揺しました。高温超伝
導発見のニュースが世界中を駆け巡り、KEK の
中性子科学研究施設（KENS）においても西川哲治
所長が陣頭指揮で 90 K の転移点を示す銅酸化物 
YBCO の粉末構造解析の突貫研究の成果を基に新
聞発表をしたのもこの頃の思い出です。KEK は西
川所長、諏訪所長を引継いだ菅原所長が初代機構
長として（2004 年）今日の大学利用機関法人高エ
ネルギー加速器研究機構が誕生し、物質構造科学
研究所が誕生しました。同時に日本原子力研究開
発機構（JAEA）が東海地区に誕生し、結局 KEK、
JAEA共同で東海地区に J-PARC が建設されること
になりました。外部委員として BSF、物構研の運
営協議委員などに携わって ’80 年代から略 20年弱、

KEK の研究行政に参画して協力して来ましたが、
50 年誌に拙文を記すことになったのもこの事が縁
だと思っております。J-PARC の姿を見る事なく亡
くなられた先輩あるいは同僚を思いだすと感慨深
いものがあります。

1.	BSF	誕生秘話
　BSF 誕生の当事者は既に鬼籍に入られてしまい、
経緯の詳細を復習するのは難しいが、BSF 施設長
の渡辺昇教授が遺された書物 [1] と私の朧気な記憶
を頼りに思い出すと大凡次の様になるのではない
か。中性子散乱研究は回折（空間構造）と同時に散
乱のエネルギー依存（時間）の精密構造を同時に測
定でき、しかも中性子の電子スピンと原子核から
の散乱長はほぼ同程度である。このことと中性子
散乱に使われる低速中性子のエネルギーが室温程
度であり物質の磁性の起源である電子スピンの動
的磁気構造が極めて精度良く観測できる研究手段
である。特に陽子線からの２次パルス中性子線を
物質に照射して散乱パルスの時間スペクトルを広
い散乱角度に亘って一挙に解析できれば広い時空
空間の詳細観察が可能になり、物質研究の醍醐味
を深く味わうことが出来る事になる。従って研究
目的達成の為に大強度の中性子線を効率良く獲得
することが必須条件となる。
　’70 〜 ’80 年代当時日本では東海村の JRR2 原子
炉を利用した中性子散乱研究では非弾性散乱が出
来るギリギリの強度の中性子線源であり中性子分
光実験の為には更に強い中性子源の建設が喫緊の
課題であった。一方 BSF のパルス中性子源計画の
動機となった東北大学原子核理学研究施設（核理
研）の電子リニアック施設は木村一治教授が創始
し、東北大学の石川義和教授、渡辺昇助教授（当時）
等を中心とした東北大研究グループがパルス中性
子線研究を世界に先行して開発していたが、その
後、米国の Argonne 研究所の陽子リニアックの中
性子利用研究が核理研電子リニアックビームで得
られる中性子線よりも遥かに良質の実験データを
提供することを証明した。この様な情勢にあって
国内でも非弾性散乱が可能な核破砕（スパレーショ
ン）パルス中性子の本格利用を模索する機運が急
速に高まった。一方英国の Rutherford 研究所では 
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Nimrod 加速器の閉鎖に伴う中性子利用への転換
計画、イタリアでのパルス計画の模索、ソ連（現ロ
シア） Dubna や Novosibirsk など欧米先進国での
陽子線利用パルス中性子源計画の動向が日本にも
伝わってきた。石川義和、渡辺昇両教授は国際集
会などの機会に欧米のパルス中性子計画の当時者
と積極的に意見交換を行うと共に国際協力関係を
深めた。国内の大型加速器利用研究者の集まりに
出席すると共に、中性子散乱研究者のみならず多
くの物性物理研究者を先導して大強度パルス中性
子源計画をたちあげたのもこの頃である。より詳
細な経緯は故渡辺昇教授の記述 [1] に詳しく残され
ている。
　BSF 利用計画の立案から陽子ビーム利用研究施
設実現まで怒濤の速さで進み ’78 年に文部省から予
算の内示が示された。当時の BSF 計画の予算規模
は10億円にも充たない額で始まった。KENS （KEK 
Neutron Source）計画と命名されて出発した当時
は手作り感満載で例えて言うと「町工場」に毛が
生えた様な規模で建設が進められた。スパレーショ
ン反応による中性子源ターゲット装置の設計、製
作から始まって、核理研で得た経験を元に遮蔽体
の構造物の建設や測定装置の設計製作全てが未経
験領域で活動し、固体メタンを使った低いエネル
ギー（長波長）パルス中性子の効率的発生と中性子
導管の開発と建設で冷中性子線の取り出しと利用
実験など手探り状況で実現した。「町工場」の雰囲
気というのは施設計画のトップである石川義和、
渡辺昇両教授が「町工場の親方」然として陣頭指
揮でトンカチを振り回して若い研究者を叱咤激励
して連日深夜まで時には夜明けの薄明るい中を宿
舎までたどり着き食堂で酒盛りをして寝床に着く
と言う日常の事を指す。
　現在日本では常識的に見られる大型施設を利用
する共同利用方式は、学内に限られたとは言え核
理研の電子ビームの東北大学内多目的共同利用が
先鞭をつけ、さらに BSF の陽子線ビームの多目的
利用即ち今日の全国大学共同利用制度がこの頃に
出来上がったのである。一方当時の JRR2 原子炉共
同利用の範疇での中性子散乱研究は存在した東大
物性研の全国大学共同利用組織に相乗りして活動
していたが、実験装置の建設は施設が分担し、利

用研究者はでき上がった実験装置の利用にのみ加
担した。
　KENS のもうひとつの功績は当時の原子炉を中
心にした中性子共同利用が上記に書いた様に限定
的であったのと利用分野も物性物理に限られてい
たのを、材料、高分子、化学分野の参入を促して
新しい中性子線利用方式を創設して一挙に利用層
を拡大した事や共同利用や装置建設を公募方式で
採用して多くの研究者を結集させたことであろう。
この方式は現在の J-PARC 物質・生命科学実験施
設（MLF）のほぼ原型であり、その後この方式が原
子炉利用にも拡大している。その上 KENS では課
題申請が採用されると装置建設や建設の為の利用
施設からの人的支援やビームタイムの優先的配分、
更に装置維持費の支援も得られた。文部省直轄の
大学共同利用機関（高エネルギー物理学研究所）の
大型利用施設を共同利用する方式は加速器利用の
高エネルギー実験分野では確立していたが、固体
物理実験分野では国立大学附置研究所の施設を利
用する装置建設は個々の利用者が装置建設費、設
備維持費用を概算要求して獲得するのが一般的で、
その意味でも KENS での取り組みは画期的であっ
た。
　この様に KENS は大強度加速器から発射される
陽子線を使って核破砕（スパレーション）反応で発
生した中性子線を減速して散乱研究に利用する世
界の先頭集団を走る施設での研究開発であった。
特筆すべきは、立案から最初の中性子線ビーム取
り出しとビーム利用による実験開始まで僅か 3 年
少々という突貫作業で実現できた事と ’80 年頃か
ら始まった Argonne 国立研究所での ZING 計画、
Rutherford 研究所の ISIS 施設と先頭集団を併走出
来たことも特筆すべきで、歴史の一ページを飾っ
たと言える。特に ISIS 施設は KENS に比較して桁
違いの中性子源強度と研究者並びに施設要員を誇
り、現在の J-PARC MLF を超える世界的な研究環
境を実現したのは見事である。その後 KENS を中
心とする日本の中性子研究陣は Rutherford 研究所
との日英協力関係を締結して多くの先端技術を開
発すると共に、J-PARC MLF の準備をして来たの
である。この様に BSF 利用で得られた経験は施設
誕生時に予想した成果を遥かに超えて新しい実験
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法も誕生しつつあった。その一方で、世界一流の
欧米の原子炉に対抗できる中性子散乱研究用原子
炉建設案が予算化される手前で難儀していたもの
の、紆余曲折の末、東海村に JRR2 の約１桁強い
ビーム強度を持つ JRR3 原子炉建設計画を実現す
ることになった。その一方で KENS では ISIS を上
回る強度のパルス中性子源の為の加速器計画の議
論が早速始まった。

2.	KENS	と物構研との関わり
　BSF は中性子散乱、中間子科学、陽子線医学の 3
分野がブースターから出る 500 MeV 陽子線を共同
で多目的に利用する施設で、主たる高エネルギー
陽子線（12 GeV）利用に加えて、日本色の強い大
強度ビームの共用という利用方式を具現したもの
である。BSF 利用の KENS 方式は前章でも記述し
た様に核理研の電子ビームリニアック利用で経験
した共同利用方式の延長線上にあるもので、中性
子利用をする研究者には違和感なく受け入れられ
た。ここで強調しておきたいのは、日本の独創的
な共用方式が東海村の国家プロジェクトとしての 
J-PARC によって、その完成形をめざして現在も発
展途上にあることは嬉しいことではある。然しな
がら KENS が創設以来急速に成長したことや、成
長の間に大強度中性子源建設計画に着手しなけれ
ばならない現実、それに加えて KEK の拡張という
研究環境の激変に翻弄された ’90 年〜 2000 年時代
を振り返ると多くの反省点が残されたことも事実
である。
　’78年に略同時に建設が始まった放射光施設（PF）
は KENS の略一桁大きな規模を誇り、例えば研究
建屋の規模も PF の実験室はアメリカンフットボー
ルのボールパークに例えると、BSF のそれはテニ
スコートの広さであった。両方の施設の研究者の
数の比も略変わらず、その規模で出発時点から現
在に至る迄続いている。’78 年に BSF と PF が胎動
し、規模の小さい前者が ’80 年に、後者は ’83 年に
活動を開始した。’97 年に高エネルギー物理学研究
所は機構改革で東京大学原子核研究所を吸収する
と同時に研究機構として改組し、素粒子原子核研
究所、物質構造科学研究所（これら２研究所は大学
共同利用機関）、加速器研究施設、共通基盤研究施

設の 4 研究機関を統括した。このことにより BSF 
と PF が同じ運営組織に併合された。それ以後両方
の施設は独立して研究運営がなされたが、研究所
は大きく異なる規模の施設を抱えて運営すること
になり困難な状況が続いている。その後法人化の
嵐が KEK を直撃し、’04 年に研究機構は大学共同
利用機関法人に変貌し、同時に JAEA と共同で東
海村に J-PARC 建設に着工することにもなった。’06
年に BSF が 26 年の歴史を閉じることになり、BSF 
の中性子研究（KENS）の活動拠点はつくばから東
海村の J-PARC へと移ることとなった。物構研の
運営は共同利用研究所であるので所内外委員が同
数集まって協議することになったが、研究所を支
える後方支援が異なるので議論が噛み合わないこ
とが多い。最近マルチプローブ利用研究を旗印に
する計画や研究グループの出現で放射光と中性子、
中間子の分野を超えた協力が現れて、物構研発足
初期の運営から遅きに失したとはいえ施設利用形
態の変化の兆しは歓迎したい。
　KENS の研究陣の少なさは深刻で結局この問題
は解決することなく現在に至る。BSF から J-PARC 
MLF に規模を拡大すると、より深刻であるが、最
終章に問題点を整理することにするが、この章の
残りでは KENS の激動の 40 年の歴史の一端を振
り返ることにする。
　BSF KENS では J-PARC MLF の礎と見做される 
KENS の先を行く将来計画の立案、将来を見据え
た装置開発研究、更に不完全に終わったものの中
性子線利用に新たに構築した共同利用方式など特
筆すべき遺産が残った。BSF の中性子強度不足の
解消が直ぐに喫緊の課題となり、BSF 開始後、期
を待たずに ISIS を超える陽子線加速器の建設案が
石川義和教授、佐々木寛施設長を陣頭に検討会が
密度高く行われた。最初は中性子とミュオン研究
を柱とする加速器をつくばに建設する計画案が提
示され、GEMINI 計画案（800 MeV 0.5 mA）とし
て遡上に上がった。GEMINI 計画の検討が進んで
いる最中に、パルス中性子利用の推進者の陣頭指
揮をしていた石川義和教授が忽然と逝去される不
幸な事件が起こった。’86年の冬のことである。BSF 
にとっては青天の霹靂でショッキングな出来事で
あったが、直様体勢を整えて難事を乗り越えなけ
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ればならない事態に直面した。この石川教授の急
逝で私の KEK への移籍が消えてしまうことになっ
た。GEMINI 計画立案の推進は、山崎敏光東大核
研所長が石川教授の後を引き継がれたが、そこで 
GEMINI 案が今の J-PARC の原案となる JHP 案に
大きな方向転換がなされた。山崎案は中性子、ミュ
オンの他にハドロン、不安定核、ニュートリノな
どの研究分野を包含してさらに大型の陽子加速器
建設を提案する計画であった。この計画案はつく
ば地区に建設する予定で進められ、敷地の取得に
向けても検討がなされたが、国の財政事情で取得
が難しく結局取得を諦めて PS 跡地やカウンター
ホールを利用する案さえ浮かんだ。然し 21 世紀に
入ると国の行政改革が進み、文部省と科学技術庁
が統合し文科省に変革することが決定されたこと
を受けて JHF 計画（KENS-II）は大きく方向転換を
した。文科省初の大型計画として科技庁側で機構
改編をして新しく出発した JAEA と KEK が共同で
東海村に大型陽子ビーム加速器を建設する J-PARC 
計画が急遽浮上したのである。この決定には KEK 
で詳細な計画を練っていた BSF 中心の立案者は随
分戸惑ったが、文科省、KEK の政策当事者の決定
に従わない限り、JHF 級の大型陽子加速器計画は
実現不可能であることが真相であった。この様に
政治に翻弄された経緯を経て現在の J-PARC 案が
実現し、短期間に着工された。 J-PARC 建設に当
たっては KEK が JAEA と全面協力して ’09 年に施
設が完成した。この間 ’05 年に KEK 東海キャパス
が設置されて J-PARC を利用する研究活動拠点は
完全に東海村に移転した。
　‘06 年に BSF が閉鎖し、従って KENS とミュオ
ン研究は全面的に東海キャンパスに移ったために
物構研は実質的につくばと東海に分断されること
になった。私は 21 世紀に入って以後 KEK の運営
には関与することはなかったのでそれ以後の物構
研運営の詳細は理解していないが、20 年余り経っ
た 21 世紀の KEK の変革は相当なものではある。
尤も今世紀に入った途端、我が国の科学分野全般
に亘って研究行政の動きは激しいものがある。

3.	残された課題
　日本の中性子散乱研究活動は原子炉の定常中性
子線利用に始まった。然し、’11 年の未曾有の被
害をもたらした東日本大震災で発生した福島原発
の原子炉爆発事故が以後約 10 年以上の長期間の 
JRR3 原子炉運転停止を余儀なくし、現在（2020年）
でも中性子線利用を停止してしまい、我国の中性
子利用研究に取り返しの付かない損害をもたらし
た。その結果、日本の中性子散乱研究はパルス中
性子利用のみの時期が長く続いている。近々 JRR3 
は運転再開を予定しているが、中性子散乱研究の
未来は誰にも予測不可能である。
　21 世紀に入ってから日本の中性子研究活動の拠
点が J-PARC MLF と JRR3 を持つ東海村に集約さ
れ Oak Ridge National Laboratory （High Flux 
Isotope Reactor & Spallation Neutron Source）と
並んで定常とパルス中性子利用施設が中性子科学
研究の一大拠点となる構想を抱いていたが、この
原発事故による原子炉運転停止が一夜にしてその
夢を崩壊した。定常中性子利用については、この
長期停止期間に可能であった運転再開後に向けて
の将来構想転換計画もなく、ただ停止前の状態復
帰を目指しているのは全く情けない現況である。
今世紀に入り condensed materials science の研究
の傾向が激しく変化し、しかも国際競争も激しい。
利用研究の役割分担が進み、研究結果がすぐに求
められる環境の変化に中性子科学研究は対処しき
れていない。KEK は大型研究施設利用の将来方向
を定めて時代の要請に応える日本の中性子科学研
究は如何に在るべきか、早期実現を目指した将来
研究施策を実行する中心的役割を担う責任がある。
　J-PARC MLF は世界中に数か所しかない国際的
にも貴重な知財であるし、実際 J-PARC MLF は
国際化を錦の御旗に掲げているが、私には国際化
の動きは一向に見えて来ない。それにも増して 
J-PARC 運営の旗頭である MLF 共同利用運営に
限っても、欧米の大型利用施設と比較出来ないほ
ど立ち遅れている。しかも MLF 施設を管理運営す
る組織が KEK、JAEA、総合科学研究機構中性子科
学センター（CROSS）の 3 頭立てになっていること
は測定装置建設段階では其々の機関が責任を分担
することは効率良く推移できるので前進速度は順
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調であった。然しその 3頭体制が J-PARC MLF 運
営や管理にまで及ぶと、俯瞰的な J-PARC MLF 共
同利用基準の設定が易しくないしむしろ司令塔の
脆弱さの欠点が露呈している。さらに MLF の施設
管理を指揮する組織の体制が不十分で、効率が悪
いのも気掛かりである。
　卑近な例を挙げると施設内の安全管理や放射線
管理の実態は装置の管理者（instrument scientist、
（IS））自らが責任を負っていることが多い。IS は時
として実験に没頭するあまり安全管理意識が薄れ
てしまうことがあるが、その様な事態に施設監督
者（MLF ディビジョン長）直属の安全管理者や放射
線管理者が適切なアドバイスや指導を担っていれ
ば共同利用者を世話する IS の仕事量も大幅に軽減
される。また現行の IS の陣容は組織や装置によっ
てばらつきがあり、特に KEK の IS 陣容が手薄で
あることが目立つ。また装置に共通するデータ処
理、実験環境を作る装置、測定デバイスなど機器
開発、維持なども欧米の同様の施設に比べると大
幅に貧弱であることを申し添えておく。MLF の成
果発表、成果管理、発表報告など情宣活動が甚だ
心許ない事も気になる。特に「素人でも見える研
究成果は出ているのですか？」と良く問いかけら
れるが、この様な時、情宣活動が機能していれば
なあと反省させられる。施設監督者の最大の任務
の大きな部分に情宣活動を監督することが含まれ
る。装置の枠組みを超越する管理、情宣、利用サー
ビスなどの強化は喫緊の課題である。J-PARC、特
に MLF の運営組織の最大の課題は何度も繰り返
しになるが、建設当時から JAEA、KEK、さらに 
CROSS の３頭立てで運営されていて統一感が極め
て希薄である。上に掲げた課題の多くは統一運営
体を構築するだけで相当程度解決される。特に施
設に関わりの少ない装置利用者や一般の研究者か
ら表明される J-PARC MLF に対する批判的な感想
には残念なものが多い。
　この課題克服の方策として次の様な提案をして
本稿を締め括りたい。３頭立ての組織の発展的解
消は J-PARC の独立組織の構築を産む。名称は実
質新しい組織が統一した運営を行うことを前提に
考えられるのが良い。既にニュートリノ実験施設、
ハドロン実験施設は実質的に KEK が統一運営をし

ているので問題は MLF のみである。JRR3 運転の
再開後は JAEA の中性子部門の主たる任務は東大
物性研の中性子部門と共同で JRR3 の供用の促進
であり原子炉管理の責任も担って欲しい。JAEA の
現状の研究体制で MLF 研究活動に主力を分散させ
るのは得策ではないと思われるので、MLF ディビ
ジョンがこれを機に 3 組織を一体化した新組織に
移行し、MLF の国際諮問員会から批判されている
「解りやすい組織運営」を実現して欲しいと要望す
るのは筆者だけではないと信ずる。

終わりに
　私の視点で物構研を中心に、もっと狭めると 
KENS とその後に続く J-PARC MLF に焦点を当
てて半世紀を回顧した。途中で大きな機構改革が
あり物構研が誕生したが、つくばから物構研の半
分の活動拠点が東海に移転している。仙台の東北
大キャンパスに新しい放射光利用施設が建設中で、
現在 SPring-8 と PF にある日本の研究拠点の中心
が影響を受けざるを得ないのでつくばの PF の将
来、ひいては物構研の将来がどの様に変遷するの
か、この問題と現在 J-PARC MLF の抱える問題点
を一挙に解決して今こそ KEK だけではなく日本全
体的視野で構築する物構研の将来像形成の絶好の
機会ではなかろうか。ついでに私見を述べさせて
頂けるなら、物構研を拡大改造して施設のある場
所にそれぞれ日本の放射光、中性子研究拠点を移
し世界の研究者を魅了する国際研究拠点組織形成
の誕生を強く望むものである。その機会に研究者
の叡智を集めて新しい大型施設の利用の仕組みを
構築することが真の物質構造研究の未来を明るく
するものとなろう。KEK の総合研究大学院大学制
度も含めて若手人材教育組織を広範囲で検討する
時期が到来しているのではないか検討をお願いす
る。

拙文を纏めるにあたり、文章の校閲などをお願い
した伊藤晋一教授に感謝申し上げる。

[1] 「KEK 陽子加速器の軌跡」（高エネルギー加速器研
究機構、2007年発行、発行責任者：池田進・西山樟生）
第１章の渡辺昇氏の記事に詳しい。

ブースター利用施設（BSF）に思いを馳せる
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放射線科学センターでの思い出
柴田 德思 

KEK 名誉教授

1.	はじめに
　1997 年に高エネルギー物理学研究所、東京大学
原子核研究所、東京大学理学部附属中間子科学研
究センターを改組統合し、高エネルギー加速器研
究機構（以下、KEK という）が発足した。
　筆者は、発足の前まで東京大学原子核研究所の
学際研究室・放射線安全管理部門に所属していた。
1997 年 4 月に KEK の放射線科学センター長に就
任した。それまで KEK では東カウンターホールで
行われていた共同利用実験に参加してきたので、
多少 KEK のことは知っていたが、どこの建物でど
のような作業がなされているかについては全く知
らず、放射線科学センターの会議で議論される内
容は、ピンとこなかった。しかし、KEK の放射線
取扱主任者として、放射線管理の全ての責任を負っ
ているという状況で、当初は落ち着かない毎日を
過ごしていた。もちろん各区域の放射線管理は区
域責任者が責任をもって管理していたので、管理
自体は不安ではないのに、数か月は落ち着かない
日々が続いた。KEK つくばキャンパス内の放射線
管理はそれまでの実績があり、その活動の継続が

基本であった。その他の重要事項として、KEK 
田無分室の撤去と J-PARC の放射線対策に関する
活動があった。KEK における放射線管理で忘れら
れないのは新聞で報じられた事故である。それぞ
れの概要を以下に示した。

2.	KEK	田無分室の撤去
　東京大学原子核研究所は KEK の田無分室として
活動を続けていた。正門から見た建屋を図 1 に示
した。
　田無キャンパス内に設置されていた放射線発生
装置は、KEK 田無分室所属の 1.3 GeV 電子シン
クロトロン、RI ビーム加速用の直線加速装置、シ
ンクロトロン（ストレージリング TARN II）、東
京大学大学院理学系研究科附属原子核科学研究セ
ンター所属の SF サイクロトロン、直線加速装置
（TALL）、東京大学物性研究所付属軌道放射研究施

図 2　田無分室建物配置図．

図 1　正門から見た東京大学原子核研究所の建屋．

第３章　思い出文章集
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設の SOR-RING で、加速ビームを用いる実験室は
電子シンクロトロンと SF サイクロトロンに設置さ
れていた。RI を使用する実験施設としては、非密
封 RI を使用できる RI 実験室と密封 RI 使用施設
の空芯ベータ線実験室があった。KEK 田無分室の
建屋配置図を図 2に示した。
　放射化された加速器機器や実験用装置の一部は 
KEK へ輸送され、放射化物使用棟に保管されている。
　放射化された遮蔽物や建物壁、RI 実験室周辺の
排水管や貯留槽など、当初に予想されていた放射
性廃棄物については、ほぼ予定通りのスケジュー
ルで撤去作業を終えたが、放射化物の撤去、汚染
部分の撤去が終わって最終チェックで RI 実験室の
壁面でトリチウムの汚染が検出された。詳細に調
べると作業室内の一部に設置されていた貯蔵庫内
で高濃度のトリチウム汚染のあることが分かった。
非密封 RI を使用していた RI 実験室の貯蔵庫は床

の一部をくりぬいた地下式のコンクリート製の貯
蔵庫で、汚染拡散防止のための金属ライナーで貯
蔵庫壁面を覆うカバーがない貯蔵庫であった。原
子核研究所が設置された初期に、密封した大量の
トリチウムを用いて散乱実験がなされた経緯があ
り、散乱実験のために一部がごく薄い金属箔で作
られた密封容器であった。その密封容器が地下式
貯蔵庫で保管されて、そのトリチウムが、薄い金
属窓を通して漏れ、貯蔵庫及び周辺土壌に漏れだ
した、と推定された。管理区域外の土壌からはト
リチウム汚染は見られなかったが、管理区域内の
汚染土壌は建物外まで広がり、汚染が広がらない
ように汚染土壌撤去場所を大きくカバーして撤去
作業を行った。トリチウムの土壌汚染の測定は困
難で、土壌表面をサンプリングした土壌試料から
トリチウムを溶出し、液体シンチレーションカウ
ンターで測定するという、時間のかかる測定法で
あった。毎日、土壌表面の試料を採取して測定し、
汚染箇所を定め、汚染箇所の土壌を削除し保管容
器に入れる。この繰り返しで少しずつ汚染箇所を
削除していくという除染作業に多くの時間を要した。

図 3　SF サイクロトロン本体電磁石の輸送．

図 4　�KEK 放射化物使用棟に保管されている SF サイクロト
ロン本体電磁石．

図 5　汚染レベルの低いところの除染．

図 6　汚染レベルの高いところの除染．

放射線科学センターでの思い出
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　田無キャンパスの放射線施設の廃止のための作
業は 1999 年 9 月から始まり 2001 年 3 月に廃止の
ための作業を完了し、2001 年 3 月 31 日付で放射
線施設の廃止届を提出した。有害物質については
概況調査を 2000 年 10 月〜 11 月に行い、詳細調査
を 2000 年 12 月〜 2001 年 1 月に行った。汚染土
壌の撤去と撤去後の確認調査を2001年3月に行い、
問題のないことを確認した。
　2001 年 12 月までに建物等を撤去し、更地化し
た後の放射線汚染の調査、有害物質の調査で問題
のないことを確認した。跡地は西東京市に売却さ
れることになっていて、西東京市でも調査を行い
問題のないことを確認している。土壌調査後の敷
地の様子を 図７に示した。

　このような作業については、当初から住民説明会
を行い、予想していなかった汚染が見つかった場合
なども、住民説明会を実施し、全部で 5回の説明会
を行った。このような進め方をしたためだと考えてい
るが、マスコミからの問い合わせは一度もなかった。
　跡地は西東京市の憩いの森公園として多くの人々
に利用されている。この作業に関する詳細は文献[1]
に示されている。

3.	J-PARC の放射線対策
　J-PARC に関する放射線対策は機構化以前から
進めていて、その時からの経緯を含めて記載する。
ここでは、高エネルギー中性子のコンクリート材
と鉄材の減弱距離を調べる実験について述べるが、
当時の大強度陽子加速器施設であった、米国ロス
アラモスの線形加速器施設、カナダの陽子加速器

施設の TRIUMF、英国のラザフォードアップルト
ン研究所の ISIS 施設、スイスの PSI 研究所を訪問
し、放射化空気、放射化水などの処理の情報を集
めることも行った。
　J-PARC は大強度の陽子を加速して標的を照射
し、中性子、ニュートリノ、s クオークを含む 2 次
粒子を生成し、2 次粒子ビームを用いて実験するた
めの施設である。このために大強度の陽子ビーム
が必要となる。我が国ではもちろん、世界でもこ
のような大強度加速器を建設した経験がなく、放
射線遮蔽の厚さをどの程度にすればよいかについ
て、モンテカルロ計算で計算はできるが、実験で
実証した例がなかったという状況であった。そこ
で、当時、世界でエネルギーが高く強度の最も大
きなビームを加速している英国の ISIS 実験施設で
コンクリートや鉄の減弱距離を測定する実験を
行った。ISIS 実験施設では 800 MeV 170 μAの陽
子ビームでタンタル標的を照射し中性子を発生し、
減速材で熱中性子及び冷中性子を発生させ、それ
を中性子ビームラインで遮蔽外に取り出して各種
の実験に用いる施設で、ターゲットと減速材を含
む容器の外側を鉄 3 m、コンクリート 1 m の遮蔽
で取り囲んだ構造であり、遮蔽体の上部はビーム
加速中でも立入ができる施設である。遮蔽体上部
でコンクリートあるいは鉄の遮蔽体を重ねてその
追加遮蔽の上に試料を置き、試料の放射化を測定
し、中性子の減速を測定する方法で実験を行った。
また、HIMAC の高エネルギー重イオンを標的に
照射し、発生した高エネルギー中性子の遮蔽通過
後のエネルギーを TOF 検出器で測定する。このよ
うな実験により、高エネルギー中性子の減弱距離
を知ることができた。

図 7　更地化した後の後の田無分室の様子．

図 8　英国 ISIS 実験施設での遮蔽実験．
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4.	KEK	における新聞報道のあった事故
　良い思い出ではないが、忘れられないのは新聞
報道された事故である。KEK の放射線科学セン
ター長を務めていた 1997 年 4 月から 2005 年 3 月
の間に新聞報道された事故は 1999 年 1 月 12 日の
電子リニアック盛土の枯草の火災、1999 年 1 月 27
日 KEKB トンネル内での警備員の被ばく、2003 年
11 月 9 日の中性子科学研究施設中性子実験室の高
温電気炉の電源の火災である。

4-1.	電子リニアック盛土の枯草の火災
　1999 年 1 月 12 日リニアック下流部の上部は土
盛りで遮蔽されていて、フェンスで囲まれた管理
区域となっていた。土盛りは草で覆われていたが
冬なので枯草になっていた。その枯草が燃え、119
番通報するとともに、自衛消防隊が消火活動をし
た。リニアックの安全装置等の被害はなかった。
火災の原因は分かっていない。当時フェンス内で
業者が草刈りをしていたので、草刈り機使用中に
刃が小石と当たり火花が出て火災になったのでは
ないかと推測していた。

　当時、つくばでは冬になると田圃などで草焼き
が行われていて、草原が燃えても他に被害が無け
れば特に事故とは思わないという状況だった。し
かし火災の場所が管理区域内であったので消防署
と科学技術庁へ連絡した。我々の感覚では、KEK 
の中の小さな領域の火災であり、大きな事故とい
う感じはなかった。科学技術庁が事故の発表をし
たときに記者からどの程度の火災かという質問が

出て、3000 平米程度と答えたら、東京で 3000 平
米の火災と言ったら大火災になるので、記者がびっ
くりして全国版に出てしまったという事故であっ
た。翌日に科学技術庁から検査官が来て安全系に
障害のないことを確認し、電子リニアックの運転
は再開した。

4-2.	KEKB	ファクトリー内での警備員の被ばく
　1999 年 1 月 28 日 KEKB の運転中にトンネル内
の火災警報が作動した。守衛所の警備員が KEKB 
の搬入口へ駆けつけた。搬入口には物品を KEKB 
加速器トンネル内へ搬入するための深さ約 12 m 
の立坑およびトンネル内へ人が降りるためのエレ
ベータが備わっている。立坑の周囲には落下防止
の柵が設置されている。運転中は人が立ち入らな
いようにエレベータへ通ずる通路に扉が設置され
ていて、運転中は立ち入れない構造になっている。
緊急に立ち入る場合は、扉に設置されている非常
ボタンを押すことにより、KEKB 加速器が停止し、
扉を開けることができる構造になっている。通常、
守衛所の警備員はこのような出入り口管理につい
て訓練を受けるのであるが、この年から警備員の
雇用について競争入札が適用され、新しい会社の
警備になった。このため、警備員は、まだ訓練を
受けていなかった。そこで警備員は扉を通らずに
立坑の周りの柵を乗り越えてエレベータ入り口に
向かいエレベータでトンネルへ降り、運転中の加
速器トンネルへ向かった。加速器トンネルへ入る
手前の通路の壁に、加速器非常停止ボタンの付い
ている盤が取り付けられていて、警備員はそれを
火災の警報ボタンと取り違えて押した。この操作
で加速器は停止した。この年に KEKB の運転が始
まったばかりでビーム電流は非常に弱かったこと
と、警備員がトンネル手前の加速器停止ボタンを
押したことにより、推定被ばく線量は 0.1 mSv 程
度であった。警備員が運転中のトンネル内に入っ
た場合なので、被ばくの恐れがある為にこの状況
を受けてすぐに科学技術庁へ報告した。なお、火
災警報は誤報であった。当時、KEKB はスタン
フォードの SLAC と激しい競争をしていた。KEKB 
のスタートが SLAC より遅かったこともあり、必
死で追いかけていた時期で、一日でも早く KEKB 

図 9　電子リニアック盛土遮蔽の枯草火災．
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を再開させたいという要請から、加速器研究施設
と放射線科学センターの研究者が協力して応急の
事故対策を計画・実施し、教育訓練を行い、その
旨を科学技術庁へ伝え、事故から 10 日後に再開に
こぎつけた。この事故の後始末後から筆者に対す
る菅原機構長の信頼感が得られたと感じている。

4-3.		中性子科学研究施設中性子実験室における電
源の火災

　2003 年 11 月 7日に 500 MeV ブースターシンク
ロトロンに設置された中性子科学研究施設中性子
実験室内に設置された高温電気炉用電源トランス
から失火。実験室に隣接する部屋に居た物質構造
科学研究所の研究者が、火災報知器が作動したた
め、加速器を手動で止め、実験室内に入り高温電
気炉用電源トランスの火災を消火器で消し止めた。
実験装置の周りにはパラフィン遮蔽も多く用いら
れていて、もし発見が遅く火が移っていたら大火
事になるところであった。筆者は通常はつくばの
宿舎に居たのだが、当日は田無の自宅に居て、早
朝に中性子実験室の火災の電話を受けた。すぐに
車で向かったが常磐自動車道が事故渋滞で時間が
かかり、着いた時には科学技術庁への連絡や消防
の現場検証も終わっていた。肝心なところで役割
を果たせず残念な思いは今でも残っている。

参考文献
[1] 東京大学原子核研究所の廃止に向けた活動， 

柴田 德思，桝本 和義，RADIOISOTOPES 67, (2018) 
p. 605-618.

図 10　KEKB 日光実験室近くの搬入口内部の写真．
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50 年を振り返って
安　芳次 

元 KEK 主任技師

　私が入所したのは 1973 年 7 月、KEK が「高エ
ネルギー物理学研究所」の時代で、私は物理研究
系カウンター部門に所属しました。データ収集
（DAQ）を専門とするエンジニアの道を歩んできた
私は、特に 1980 年代のトリスタンや 12 GeV PS 
実験あたりから、KEK における DAQ 周りの開発・
研究の一翼を担ってきましたので、あくまでも私
の視点からですが、DAQ の歴史の断片を紹介でき
たらと思います。また、執筆しながら振り返るこ
とで、私を取り巻く周りの方々に影響を受けなが
ら成長してきた自分を改めて見出すことができま
した。それらの方々との関わりについても触れた
いと思います。繋がりを持ったたくさんの方々の
名前が出てきますが、肩書きなどは書かずに名字
と名前に「さん」をつけたものとさせていただき
ました。また、お世話になった方々で、ここには
名前が出てこなかった方々もたくさんおられます
がお許しください。関わりがあった方々には心よ
り感謝申し上げます。
　1973 年は、筑波研究学園都市の建設が始まって
まもなく、生活環境はまだまだ整備されていませ
んでした。つくばの中心に西武デパートが作られ
科学万博が開かれた 1985 年までは。
　この時代は、研究部と管理部がいっしょの建物
「クラブハウス」に同居していて、お昼休みは、ゴ
ルフやキャッチボールなどをする人が多く、KEK 
はこじんまりとした雰囲気でした。
　当初独身宿舎はなく、世帯用の宿舎に二人で同
居したものです。近くに買い物をするところがな
く、週末には土浦へ KEK のバスで買い物や食事に
出かけるのが楽しみでした。東大通りは、雨の日
は道の両脇がどろんこだらけでした。また、東大
通りの道の真ん中には家が建っていて、迂回して
通っていました。
　KEK の行事の 1 つに駅伝がありました。長島順
清さん率いるカウンターグループで駅伝チームを

組織して参加。かつて体力には自信がありスポー
ツマンだった私は、チームを準優勝に導いたのは
少し自慢です。この体力はその後の仕事にどれだ
け役立ったことか、計り知れません。
　当時 KEK の仲間とフォークグループをつくり
ました。ベースやギターとともに歌うグループは、
上手ではありませんでしたが、店もなく遊ぶとこ
ろもない、出来てまもない学園都市の中の生活で、
KEK のクリスマスパーティーで歌うなど、1 つの
楽しみでありました。
　また、技官処遇問題が大きな問題でした。これ
については、この文章の最後に触れることとしま
す。
　このように、当初は仕事以外のことでいろいろ
と楽しんだものでしたが、徐々に仕事にのめり込
んでゆくようになりました。
　カウンター部門での最初の仕事は杉本章二郎さ
んが行っていた弁慶マグネットの磁場測定でし
た。センサーのホール素子やエレクトロニクス
（エレキ）を扱うなど、何もかも初めての分野でし
た。その後、オンライン計算機として DEC 社の 
PDP-11/45 が導入されると、計算機に夢中になっ
てゆきました。
　当時、測定器からのデータを読み出すためのエ
レキは世界標準規格である CAMAC と呼ばれるも
ので、欧米から購入したエレキをたくさん使用し
ていましたが、国産化が急務の課題でした。そこ
で PDP-11/45 と CAMAC を繋ぐインターフェース
である BDO-11 の国産化をめざして、島崎昇一さ
んや小川和男さんと YSO-11 を開発しました。た
だ、当時ロジックアナライザはなくオシロスコー
プだけでデバッグするのは至難の技で、結局私が
所属していた、都留常暉さんが率いる実験グルー
プ（π1）で私が面倒を見ながら使うことでしか利
用できませんでした。福島靖孝さんから量産化の
話を持ちかけていただきましたが諦めることにし、
YSO-11 はその後日の目をみることはありません
でした。π1 グループではアセンブラ言語で書か
れたデータ収集ソフトウェア、POEM を開発・運
用しました。今から見るととても出来の良いソフ
トウェアとは思えない POEM でしたが、必死に設
計・実装・運用していたことをいまでも覚えてい
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ます。稲葉進さんが開発した画期的な読み出し用 
CAMAC システムを利用し、POEM は動作してい
ました。
　1982 年、ニューヨークにあるブルックヘブン
研究所（BNL）に出張しました。32 歳の時でした。
Eric Siskind さ ん が 開 発 し た VAX FASTBUS 
Processor Interface（FPI）を中心に FASTBUS の調
査を行うためでした。FASTBUS はトリスタン実験
に用いるエレキで、そのインターフェースはデー
タ収集計算機 VAX/VMS と FASTBUS を繋ぐ要と
なるエレキでした。仕事では BNL の FASTBUS 関
係者にお会いして徹底的に調査しまとめました。
私生活では、英語もままならず、右も左もわから
ない私たち家族でしたが、尼子勝哉さんや寺田進
さんなど皆さんに親切にしてもらいました。滞在
は 3 ヶ月程度でしたが、調査研究に集中でき、家
族が楽しく生活できたのも、彼らのおかげです。
　BNL のあと、シカゴにあるフェルミ研究所
（Fermilab）やサンフランシスコにあるスタン
フォード線形加速器センター（SLAC）にも寄りま
した。Fermilab での出来事で、今でも忘れられな
いことがあります。SLAC に向かうため家族でシ
カゴ・オヘア空港のカウンタに着いたところ、な
んと飛行機はすでに行ってしまったというのです。
パニックになりました。いくら言っても、へたな
英語のせいか、埒が明きませんでした。そこで、
Fermilab の大須賀鬨雄さんに連絡して、なんとか
らならないか相談したところ、彼は飛行機の関係
者に対して、サンフランシスコに着いた私たちの
荷物をキチンと管理するよう指示し、次の便の予
約をしてくれたのです。私たちが着いたら荷物が
私たちに渡るようにすべて手配していただき、ほ
んとうに助かりました。
　IBM のメインフレーム 168 のエミュレータボー
ドを開発した SLAC の Paul Kunz さんにしろ、
VAX FPI を開発した BNL の Eric Siskind さんに
しろ、とんでもなく有能な人がいることに大きな
衝撃を受けた出張でした。
　VAX FPI を DEC 日本支社と共同研究し、独自
に開発することになりました。DEC 社が VAX FPI 
を担当、KEK は VAX FPI を制御するソフトウェア
を担当しました。VAX FPI を制御するためのマイ

クロコーディングは、4 つの CPU が 1 つの命令で
同時並行に動作するのでとても複雑です。その
ファームウェアのユーザインターフェース仕様は
同じグループの早野龍五さんが開発し、私はその
ファームウェアを実装し、またそのためのデバイ
スドライバも開発しました。デバイスドライバ
とは、計算機のオペレーティングシステム（OS）の
中でデバイスを操作するソフトウェアです。OS で
ある VMS は、今の計算機で言えば Windows や 
Linux と同じような役割を持つソフトウェアです。
この経験はその後のデバイスドライバ開発の礎と
なりました。
　VAX FPI の開発・運用が一段落して、新たな
プロジェクトのために 1988 年、Fermilab とス
イスのジュネーブ郊外にある欧州原子核研究機構
（CERN）に出張しました。渡瀬芳行さんから声を
かけていただき、Fermilab で行われていた並列計
算機のプロジェクトである ACP の次世代の開発に
加わりました。1988 年 7 月 15 日、シカゴに着い
てみると、猛烈な暑さ（華氏 100 度）のお出迎え
でした。Fermilab では三品昌紀さんに家族を含め
生活面でも大変お世話になりました。
　プロジェクトでの私の仕事は UNIX という OS
のデバイスドライバを C 言語を用いて開発するこ
とでした。これは、私にとっては新しい挑戦でした。
その後この成果は、UNIX の CAMAC デバイスド
ライバ開発へとつながってゆきました。
　ACP プロジェクトのように、安いマイクロプロ
セッサを大量に接続して計算させる並列計算機は、
物理解析におけるイベント並列性を証明したもの
の、その後廉価な PC とネットワークの急成長で途
絶え、PC クラスタに置き換わりました。
　CERN 出張は、VMEbus 国際会議へ参加し、
CERN の Tim Berners-Lee さ ん に お 会 い し 
Remote Procedure Call （RPC）について学ぶため
であり、さらに CERN の技術を調査することでし
た。当時、CERN では LEP 実験のため、RPC をデー
タ収集システムに利用していました。私は、新井
康夫さんが開発した FASTBUS microprocessor 
board を VAX/VMS 計算機に Ethernet ネットワー
クを介して接続し、Berners-Lee さんの RPC ソ
フトウェアをそのボードとその計算機に実装しま
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した。RPC は複雑な通信を隠蔽し通信をシンプル
にする強力なソフトウェアで、私はこのあまりに
も画期的な通信方法に感動したことを覚えていま
す。CERN は当時も今も計算機に関わるアクティ
ビティがとても高く、学ぶものはたくさんありま
した。かつて BNL で FASTBUS 調査をしたように、
会って話を聞く内容と名前のリストを作成し、恥
も外聞もなくへたな英語で体当たりしていました。
変な日本人が話を聞き回っていると思われたかも
しれません。
　PS 実験とコライダー実験の両方のデータ収集を
サポートする役割を担っていた、通称 KEK オン
ライングループに所属していた私は、12 GeV PS 
実験のための VAX/VMS 用 CAMAC デバイスド
ライバを開発しました。それはアセンブラ言語で
コードを書いた最後のソフトウェアとなりました。
PS 実験では依然 CAMAC 規格を用いた回路装置を
使用していました。VAX/VMS 計算機を用いた 
CAMAC デバイスドライバの開発は PS 実験の重要
なプロジェクトの 1 つで、同じグループの能町正
治さんはドライバの中で実行する CAMAC の仮想
マシンを設計しました。それは CAMAC 処理手順
を言語で記述し、そのコンパイルしたコードを実
行できるものです。私はそれを実装したデバイス
ドライバを開発しました。従来の実装と違い、デ
バイスドライバの中でデータ収集するので、OS の
オーバーヘッドがなく高速なデータ収集を実現さ
せました。
　また一方で、サンマイクロシステム社の UNIX 
システムを使ったデータ収集システムで、CAMAC 
デバイスドライバを開発しました。そして VAX/
VMS の CAMAC デバイスドライバと UNIX の 
CAMAC デバイスドライバを用いて、データ収集
における読み出し性能の比較検討を行いました。
　これまで、UNIX は「リアルタイムではない」
という理由でデータ収集には使われて来ませんで
した。しかし折しも時代は、メインフレームから
ワークステーション・PC へ、集中から分散へ、劇
的な計算機コストダウンへと、流れていました。「リ
アルタイムでない」UNIX 計算機は、同じコスト
の VAX/VMS 計算機と比較すると、圧倒的に「速
かった」のです。本当の意味で「リアルタイム」

が必要なところは、FPGA というハードウェアに
置き換わってゆき、データ収集計算機は「リアル
タイム」を必要としない役割を持つようになりま
した。この時期に能町さんと一緒に、国際会議で 
UNIX データ収集を発表しました。発表当時は 
UNIX データ収集の利用者は世界ではほとんどい
ませんでしたが、1990年代後半ごろには主流なデー
タ収集となっていたのです。私はこの UNIX デー
タ収集に関連して博士号をいただきました。
　1990 年代の計算機の進化は凄いものでした。
1990 年代前半、私は電磁シャワーシミュレーショ
ンコード「EGS」を、計算能力の貧弱な PC 計算機
やマイクロ VAX・ヒューレット・パッカード（HP）
社のワークステーションなどから、計算能力では
最高の日立・富士通のメインフレームまで、数十
種類の計算機の上で走らせ、性能試験を行いまし
た。その結果、HP ワークステーションは高価な
メインフレームの 8 割程度の性能を示したのです。
メインフレームの終焉を確信しました。その後は
皆さんご存知のように PC 計算機の性能が飛躍的に
向上し、現在では当時のワークステーションの何
桁も超えるものとなり、指数関数的進化を示すムー
アの法則を実感したものです。
　この時期の私は、さまざまなデバイスドライバ
を書いていました。また目的に沿った計算機の性
能を評価するベンチマークも好きでした。しかし
その後私は、「デバイスドライバ開発者」から「シ
ステム開発者」へと変貌してゆきます。
　1990 年代は、GAMS （KEK 日本代表は高松邦夫
さん）や LHC/ATLAS （KEK 日本代表は近藤敬比
古さん）など国際共同研究に協力した時代でもありま
した。1991 年に初めて国際会議に参加し発表して
から、CHEP や Real Time などの国際会議に出席
して、情報発信してきました。国際共同研究でも
微力ながらも協力し続け、1982 年の米国出張での
カルチャーショックから 10 年以上経って、世界の
中での立ち位置を意識するようになりました。
　1990 年代後半は、主に Java 言語を用いたデー
タ収集関連の仕事をしました。産業技術総合研究
所（産総研）の平野聡さんと共同研究「高エネル
ギー実験データ収集装置のための分散オブジェク
ト技術の研究」を行い、彼が開発した HORB と
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呼ばれる分散オブジェクト技術を用いたデータ収
集の研究開発を進め、KEK のニュートリノ実験で
ある K2K のビームラインデータ収集に適用しまし
た。その研究成果を、平野さんといっしょに「ACM 
1998 Workshop on Java for High-Performance 
Network Computing」で発表しました。Java 言語
で書かれた HORB が世界で一番高速な分散オブ
ジェクト技術であることが認められた瞬間でした。
　この時期、Java 言語は高エネルギー分野でも注
目された言語でしたが、すでに Geant4 や ROOT 
など高エネルギー分野で必須のアプリが C++ 言語
で書かれ C++ が主要な言語となっていたので、
Java は高エネルギー分野では成長しませんでした。
ビジネス分野の Web 技術で成功を収めた Java が
高エネルギー分野に戻ってくるのは、Java が生ま
れた 1995 年の 10 年以上後のことです。
　2000 年に入り、LHC/ATLAS プロジェクトへの
参加、CAMAC パイプラインコントローラ（CC/
NET）の開発、Belle 実験のシリコン検出器用デー
タ収集への協力、VME/CAMAC デバイスドライバ
開発専門研修など幅広い活動を行いました。
　CC/NET では、東陽テクニカ（社）と民間等と
の共同研究「並列 CAMAC システムの研究開発」
を行いました。
　CAMAC に関してはずっと疑問に思っていた点
がありました。CAMAC は 1970 年代より接してき
たエレキで、現在から比べると計算能力では比較
にならないほどのひ弱な計算機でも、CAMAC 性
能の限界である １ マイクロ秒に迫る 1.2 マイクロ
秒程度のアクセス性能を持っていましたが、時代
が進むにつれなぜかそのスピードがどんどんと遅
くなっていったのです。性能には、レイテンシー
とスループットがあります。分析すると、遅くなっ
ていたのはレイテンシーでした。スループットは
バスのスピードが時代とともに向上していました
ので、レイテンシーを犠牲にしてもスループット
を生かした、通常の CAMAC 操作ができるアイディ
アはないかと考え、たどり着いたのがパイプライ
ンという考えでした。たくさんの CAMAC 操作命
令を CAMAC の実行エンジンに流し込み、実行し
た結果は同様に計算機のメモリに流し込まれます。
これで、クロック１つ分の 0.04 マイクロ秒を加え

た 1.04 マイクロ秒のアクセス性能を実現させまし
た。
　私はこのアイディアを実現させるため、「並列
CAMAC システムの研究開発」をリードし、計算
機のインターフェースである PCI と CAMAC の
エンジンを繋ぐファームウェア・デバイスドライ
バ・ライブラリ・サンプルプログラム等の開発を
担当しました。この時期主流の OS は UNIX から 
Linux へと変わっていました。東陽テクニカ社と
ファード社はそれぞれ、CAMAC インターフェー
スモジュールとその CAMAC エンジンのファーム
ウェア、PCI インターフェース・ファームウェア
を担当し、KEK オンライングループの井上栄二さ
んは CC/NET 用 Linux システムを担当しました。
　LHC/ATLAS プロジェクトで私にとっての大き
なイベントは、2004 年の CERN 技術研修でした。
1 年間 CERN に滞在し、SPS のビームを使った当
時利用可能なすべての検出器を繋いで総合テスト
運転を行う行事に参加しました。私は ATLAS の 
TDAQ グループ（トリガー・データ収集の開発・
運用に責任を持つグループ）に所属し、日本グ
ループの TGC 検出器用のデータ収集システムを、
TDAQ グループが提供するフレームワークに適用
する仕事を担当しました。同時に総合テスト運転
ではグループのシフトに参加し、各種検出器グルー
プに協力しました。ここで学んだことは、洗練さ
れた C++ 言語で書かれたプログラムであり、実践
的な英語でした。TDAQ グループに投げ込まれた
私は必死に英語の勉強をしたことを思い出します。
TGC 検出器用ソフトウェアはすでに ATLAS  グ
ループの前野忠嗣さんが開発されていました。私
は TDAQ グループが提供するフレームワークに適
用するにあたり、そのソースコードを読んで分析
しました。それは、ソースコードの読みやすさな
ど私のフィーリングに合うものでした。しっかり
学んでフレームワークに適用したことを思い出し
ます。
　2000 年後半は、主に KEK 測定器開発室の DAQ
グループでの活動とそれに関連した DAQ ミドル
ウェアの開発研究および J-PARC/MLF での DAQ
ミドルウェアの適用に取り組みました。
　2005 年には、産総研の安藤慶昭さんや神徳徹雄

第３章　思い出文章集
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さんや平野聡さんたちと、産総研との共同研究「RT 
Middleware 及び HORB を利用した次世代高エネ
ルギー加速器データ収集システムに関する研究」
を立ち上げ、測定器開発室において「次世代デー
タ収集システム提案書」提出し DAQ グループを立
ち上げました。
　以前より、なぜ DAQ は汎用化されて多く実験に
利用されるようにならないのか？という疑問があ
りました。歴史的に見ると、常に DAQ はスクラッ
プアンドビルドを繰り返していました。実はロボッ
ト国際標準を実装した RT Middleware は、ロボッ
トの世界に蔓延していたスクラップアンドビルド
を終わりにし、国際標準規格に従った汎用化を目
指したものでした。彼らと議論する中、ロボット
も DAQ も同じ悩みを抱えていたことを知りまし
た。そこで、RT Middleware のアーキテクチャを
調査した結果、基本となるコンポーネントの構造
が DAQ と全く同じであることに気づきました。自
立した単機能のコンポーネントがあり、それはコ
マンドとステータスを受け取り発信し、同時に多
対多の（複数の入力と複数の出力を持つ）データ
パスを持つもので、多数のコンポーネントが有機
的につながったシステムでした。RT Middleware 
を使った DAQ が可能かもしれない、そして国際
標準規格に基づく汎用化が可能かもしれないと思
いました。DAQ のための実装を始めると、その違
いに気づきました。コンポーネント間の通信をし
ていて、なぜか時々転送したデータが歯抜けする
のです。安藤さんに聞くと、「データは重ね書きし
ているよ。」と言うのです。つまり、常に新しい値
を渡すのであり以前のデータが使われなくとも上
書きするのです！ ロボットの世界では当たり前の
ことでした。分野による考え方の違いを感じまし
た。しかしこれでは使えないので相談したところ、
私が実装することになりました。DAQ では当たり
前の、データを重ね書きせずに 1 つ 1 つ確実に渡
してゆく転送方式を、分散オブジェクト技術を用
いて RT Middleware に実装しました。さらにこの
方式を KEK 独自仕様ではなく、RT Middleware 
の標準仕様とし実装することにしてもらいました。
実はこの転送方式は組み込みの世界でも必須な転
送方式でした。

　この DAQ ミドルウェアを J-PARC/MLF に適
用する時がやってきました。発端は KEK 物構研
中性子科学研究系の大友季哉さんからの打診でし
た。当時中性子の世界では珍しいイベントモード
のデータ収集を導入し、新しい物理の可能性を引
き出したいとのことでした。テスト実験を重ね採
用を決めていただいて、初のビームテストに向け
た準備が始まりました。コミッショニングのため
のチームを組織し、2007 末年から１年に渡り実施
しました。DAQ ミドルウェアは仲吉一男さんと千
代浩司さんと私が担当し、他に読み出しハードウェ
ア・実験制御・解析などのために MLF の方々に参
加いただきました。たとえ DAQ ミドルウェアが動
作しても、実験成功の確認なくしてコミッショニ
ングの成功はないと覚悟していました。茨城県材
料構造解析装置（BL20）をターゲットとした「BL20 
DAQ コミッショニング実施計画・要領」を作成
し、2008 年 5 月にビームが出始めてからたくさん
のソフト・ハードのバグ出しをしました。その秋
は複数のビームラインで実験が行われるため、ま
ず「DAQ コミッショニング実施報告書」を作成し
てから、「中性子 DAQ の秋に向けた方針」を作成し、
各ビームラインで「DAQ コミッショニング実施計
画・要領」を作成して実施するように促しました。
秋にもバグ出しが続きましたが、2009 年春の高強
度全散乱装置（BL21）で行われた実験グループのコ
ミッショニングで大友さんから「問題なくすんな
りと動作したよ。」と聞いたときは肩の荷が降りた
次第です。
　もう 70 歳過ぎましたが、J-PARC/MLF でソフ
トウェアを開発しています。若い時は 50 歳を過
ぎたら、現役でのソフト開発は無理なのでは？ と
思っていました。ソフト開発では 35 歳過ぎたら使
い物にならないと世間では言われていましたので。
若い時は体力があり集中力もありましたが、知識
の幅が狭くカバーできるソフトウェアの範囲も狭
かった様に思います。歳をとり経験と知識の幅が
広がり先が見えるようになってくると、積み上げ
たものを駆使して、効率よく広い分野のソフト開
発ができてきているように思えます。特にソフト
ウェア業界は進歩が激しく、既存の技術にしがみ
付いていると取り残されてしまうので、常に新し

50 年を振り返って
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い技術を取り入れてきました。これからも可能な
限りソフト開発を続けてゆきたいと思っています。
　さて最後になりますが、KEK の技術職の話をし
ます。当時技官の処遇と地位の改善が急務の課題
でした。研究所長会議から基礎技術専門職制度が
提案されるなど、KEK でも精力的に検討されまし
た。結果的には、基礎技術専門職制度の導入が困
難であるとのことから、技術部という形で研究系
と独立した組織を作ることとなりました。部を作
ることで上位ポストを確保し処遇改善をはかるの
が狙いでした。処遇改善のためとはいえ、当時文
部省は行政職の人事を握っていましたので、行政
職としての技術部の管理運営への影響が懸念され
ました。
　また技官の社会的地位は、現在よりも低いもの
でした。一つの例が、科研費に見出せます。技官
は科研費の協力者にはなれても、代表者や分担者
にはなれませんでした。外国出張では、技官はな
ぜ教官といっしょではないのか？、技官が単独で
行く必要性があるのか？という理由を書かないと
いけませんでした。近藤敬比古さんには、一人で
出張する理由書を何度も書き直していただきご迷
惑をおかけしました。
　その後、KEK は 2004 年に法人化され、技官（英
語名称：Technical Official）から技師（英語名称：
Engineer）と名前が変わり、研究者番号を登録す
ることもできるようになりました。DAQ ミドル
ウェアプロジェクトでも技術職メンバー全員に科
研費を申請するよう促し、複数が採択されました。
　技術職は、技術部と研究系という独立した組織
から、研究系の中に組み込まれて、仕事の実態に
より近い組織になり、人事・運営がより良い形で
組織化されました。
　KEK は、教員・技術職員・事務職員等から構成
されます。その人数比率は 2007 年時点で 54:23:23
で し た。 一 方 CERN は、Research physicists・
Scientific and engineering worker・Technical 
worker・Administrative worker 等からなり、そ
の人数比率は 1999 年時点で 10:36:30:24 でした。
ATLAS TDAQ の私の職場では、Technical worker 
はテスト用計算機のハードウェアの整備を行い、
Scientific and engineering worker は、TDAQ が

サポートするソフトウェアの開発と技術サポー
トを行なっていました。CERN の職と比較する
と、KEK の教員は Research physicist や Scientific 
and engineering worker であったり、技術職員
は Scientific and engineering worker や Technical 
worker であったりします。
　50 年前に提案された基礎技術専門職制度に関す
る資料を改めて読んでみました。KEK など新しい
研究機関の組織のあり方について、日本では「高
級技術者の地位は、全く制度的に認められておら
ず�」とし、一方諸外国では「極めて優秀な技術
者を保有する技術者集団が、然るべき地位を得て、
研究に協力すると同時に、独立に基礎技術の開発
に従事している。」との認識のもと、教官と技官を
一本化した技術職を提案するなど画期的な内容で、
「断固として今速やかに研究体制の近代化を計らな
い限り、我国は永遠に世界の学術の進運と経済の
繁栄から取り残される可能性があることを指摘し
たい。」と、決意みなぎるものでした。
　技術職員は、KEK に入ってくる時は必ずしも自
立した技術者でない場合が多く、一人前の技術者
として育つための教育の仕組みが大事です。技術
職員には、自分が興味を持ち得意とする分野を見
出し、その分野で認められた技術者になってほし
いと思います。

第３章　思い出文章集
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広報室設立に関わって
髙柳 雄一 

多摩六都科学館長 
初代 KEK 広報室長

　高エネルギー加速器研究機構（以下、KEK と表
記）に、私は平成 13 年 9 月 1 日から平成 15 年 3
月 31 日まで在職しました。1 年７か月と長くはな
い職歴にも関わらず、KEK 創立 50 周年記念誌へ
思い出の寄稿を依頼され、私が関わった KEK 広報
室設立が KEK の歴史の中では記録に値する事柄に
なっていることに気づかされました。私にとって
も KEK 広報室設立に関わった思い出は忘れられな
い事件でした。個人的な思い出も踏まえ、年号は
時間の流れが把握しやすい西暦に統一して書いて
みました。

着任までの経緯
　私が KEK に教授職で採用され、着任したのは
2001 年 9 月１日でした。それ以前、NHK 解説委
員として私は仕事をしていました。大学共同利用
機関として現代物理学の国際的研究教育組織であ
る KEK に、NHK の様なマス・メディアから転職
した人間として当時は世間でもかなり話題になっ
たことを思い出します。まずは広報室設立と室長
としての在職時の思い出を書く前に、着任以前の
個人的な経緯を書いてみます。
　KEK への私の転職の契機を手元に残る 2001 年
の手帳で探すと、2001 年 4 月 12 日、KEK 素粒子
原子核研究所（以下、素核研と表記）で当時所長だっ
た山田作衛さんにお会いした記録がありました。
その日の午後、私は NHK 放送センターにあるラ
ジオ番組収録スタジオで仕事をしていました。終
了後の午後５時過ぎ、スタジオから出た廊下にあ
るコーナーで山田作衛さんと話をしたことを鮮明
に覚えています。この不思議な場所で話し合いを
することになったのは、正確な日時は覚えていま
せんが、４月になったある日、KEK 素核研の山田
作衛所長から NHK の職場にいた私に電話があり、
是非ともお会いしたいと依頼を受けたからでした。
山田作衛さんとは、大学で物理学科の同窓生で知

り合いでもあり、つくばから東京の NHK 放送セ
ンターへわざわざお出で頂くと聞き、ゆっくりと
お話しできる機会を探そうとしましたが、至急会
いたいとのこと、仕事の合間に機会を探すことに
なりました。それだけではありません。話し合い
は出来るだけ人目を避けたいと聞き、NHK 放送セ
ンター内の喫茶室も使えず、やむなくラジオ番組
収録スタジオに接した廊下の間仕切りで囲われた
コーナー利用となりました。
　その際に山田さんから伺ったお話をまとめると、
私が NHK を退職し KEK に転職して KEK の広報
室を設立してほしいという依頼でした。この依頼
で私が一番印象に残ったことは KEK では私を教授
職として採用すると言われた点でした。急遽仕事
も変更し 4 月 18 日午前中に、つくばの KEK 素核
研所長室へ山田さんを訪ね、菅原寛孝 KEK 機構長
にお会いし、この件を確認するまで信じられなかっ
たことを思い出します。
　NHK で私が現代宇宙科学の最先端の話題を
「NHK スペシャル」のシリーズ番組で企画制作担
当した際、アメリカ航空宇宙局（以下、NASA と表
記）やヨーロッパ原子核研究機構（以下、CERN と
表記）など国際プロジェクトを展開する海外の研究
機関をいくつも取材しました。その際、マス・メディ
アから転職した有能な広報担当者たちにも出会っ
ていました。そうした経験もあり、大型研究施設
を持つ国際的研究機関がその活動を広く一般社会
に広報することの重要性は世界的にも増しつつあ
ると感じていました。山田作衛さんから KEK の広
報室設立のために転職の打診を受けた時も、意外
には感じなかったことを思い出します。ただ、教
授職への着任依頼は望外のものでした。
　菅原寛孝機構長にお会いして、KEK 広報室設立
に関し私の転職を期待する KEK の熱意が確認でき
たと思っています。KEK への転職依頼に対し最終
的に受諾の返事をしたのは手帳の記載では、6 月
22 日に山田作衛さんに伝えたことになっています。
その後は転職に要する事務手続きがありましたが、
KEK 総務部庶務課の方々の迅速なご協力を得て特
に問題もなく捗り、私の年齢や NHK での業務の
締めくくりに合わせ、2001 年 9 月 1 日に私は無事 
KEK への着任を果たすことになりました。

広報室設立に関わって
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　2001 年 9 月 1 日は土曜日でした。実際に機構長
から KEK 職員の正式辞令を頂いたのは 9 月 3 日
（月）の午前11時と手帳に記録されています。KEK 
での仕事をするために私はつくば市竹園にある公
務員宿舎に単身赴任することにしました。そうし
た準備は KEK 着任以前の 8 月に用意できました。
そして 9月 3日以降、いよいよ KEK での本格的仕
事を開始しました。まずは広報室設立をめぐる環
境、広報室員の顔ぶれと予定されている部屋を把
握し、KEK で既に広報活動として実施されていた
「ホームページ」と「各種パンフレット」は可能な
限り目を通しました。KEK の広報活動で重要なこ
の年の「施設の一般公開」が、着任の後の 9 月 15
日だったことは幸いでした。
　手元にある冊子「KEK ニュース　2001.10」の
8 頁には『機構に「広報室」が誕生！』と小見出
しを付けた記事があり、10 月１日に、研究本館１
階ユーザース・オフィスの隣に広報室が設置され
たことが KEK 関係者へ紹介されています。これで 
KEK 広報室設立が 2001 年 10 月 1 日だったことを
確認できます。

組織内広報開始と	Web	広報事始め
　研究本館 1 階に新設された広報室で、10 月 1 日
午後3時から4時まで開かれた第1回ミーティング・
メモに記された出席者を見ると、室長である私、素

核研から石本茂さんと大森恒彦さん、物質構造科学
研究所（以下、物構研と表記）から宇佐美徳子さん
と猪野隆さん、 加速器研究施設から阿部勇さん、共
通研究施設の計算科学センターから森田洋平さん、
広報室主任の日下田修二さんと広報室事務補佐員
の冨岡淳子さんの名前があります。広報室に執務
デスクを持ち常時勤務したのは室長の私と主任の
日下田さん、事務補佐員の冨岡さんの 3 人でした。
その他の広報室員は対外的に KEK を代表する活動
を推進する素核研、物構研、加速器研究施設、共
通研究施設のそれぞれの現場で活躍している方々
が兼任と言う勤務体系のもとで参加しました。
　広報室を KEK で設立する依頼を受けた際、私は 
KEK を支える全ての活動に携わる現場の人々誰も
が必要と感じる広報活動を広報室が果たすことが
できなければ、広報室は KEK の組織の中で存続で
きないと思いました。そのために着任後に最初に
すべきことは KEK 全体の組織内で広報活動に関す
る意識改革だと考えていました。最初のミーティ
ングで、広報室で常時執務する３人以外は、全員
が KEK を代表する職域現場と兼務での勤務になっ
ていることを確認し、兼務で室員となった方々に
は兼務の職域現場でも KEK 組織内の全員が、広報
活動が KEK 全体にとって必要な活動であるという
意識を持つよう働きかけて頂くようにお話したこ
とを思い出します。

「KEK�ニュース�2001 年 10 月号」より．

第３章　思い出文章集
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　最初のミーティングで皆さんからお聞きして特
に印象に残ったことは、KEK の広報活動として既
に各職域で利用されてきた「ホームページ」の役
割でした。「素核研」や「物構研」などで KEK の
各研究施設で専用の「ホームページ」が開設され
ていて、施設のユーザーや専門家など関係者の情
報共有に資するライブラリーとして利用されてい
ることを知りました。KEK での情報周知と情報管
理で、室員の皆さんが兼務している現場で既に巧
みに「ホームページ」を操っていることを知り、
全員で一般社会向けの広報情報の発信をする際、
中心媒体は「ホームページ」であることが確認で
きました。
　「ホームページ」については NHK 在職時か
らある程度は知ってはいました。しかし、それ
が CERN で発明されたこと、しかも日本で最初
の「ホームページ」が KEK で公開されていたこ
とは、共通研究施設の計算科学センターと兼任で
広報室員として広報室の重要な活動を受け持った
森田洋平さんから伺って初めて知りました。さら
に KEK での「ホームページ」利用を可能にした 
KEK の Web 環境を支えていた ＷＷＷ ワーキング
グループの存在と、そこに属していた森田さんた

ちの提案を受けて、KEK 機構長が広報室設置方針
を決めたことは、着任して広報室で広報委員の皆
さんとお会いした後に知ったことです。国際的プ
ロジェクトに若くして参加し海外の研究機関、例
えば CERN などで活躍した多くの KEK 職員が今
後の社会では研究組織にとって一般社会への広報
業務の重要性が増すことを認識し、その結果、私
が KEK 広報室設立に関わる状況が KEK では私の
着任以前に生まれていたことは、森田さんたちと
共に CERN を訪ねて広報担当者たちと話し合った
ことからも確認することが出来ました。こうした
背景の中で、私にとっての「Web 広報事始め」と
も言える仕事を、私は KEK 広報室で始めたのです。

組織外への広報開始
　KEK 広報活動の要と言える KEK 広報室が運営
する「ホームページ」は 2002 年１月 24 日（木）か
ら公開されました。2001 年 10 月 1 日に新設の広
報室で最初のミーティグを開催して、兼任業務を
持つ広報室員が全員一同で広報室に集まる機会を
持つ困難さが判明し、その後は室員８割以上が出
席できるミーティングの日時を決めて集まり、広
報室運営の「ホームページ」の公開を 3 か月以上

KEK�広報室ミーティングの様子（2002 年 2 月�撮影）．

広報室設立に関わって
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も掛けて準備した成果でした。この間、ミーティ
ング開催は 10 回以上、各研究施設で公開されてい
る既存の「ホームページ」の現状把握、広報室が
目指す広報活動の在り方、広報対象に応じた広報
手段の在り方、KEK の諸活動に対する組織外の意
見をどう収集し、広報活動にどう生かすか、専門
家や KEK ユーザー以外の一般社会に人々にとって
「ホームページ」の表紙となる「トップページ」を
興味深い内容やデザインで魅力的にするにはどう
すべきか？ などを議論し、KEK 広報室が担うべき
広報活動の基本的理念を全員で共有する努力をし
ました。
　広報室運営で公開された「ホームページ」で私
が一番関わったのは、「トップページ」で一般社会
の人々も興味を持つ KEK に関する最新の話題を提
供する News@KEK と表示された項目でした。
News@KEK で取り上げるテーマはミーティング
で室員の意見を聞き確定しましたが、文章表現は
私が担当者に内容確認して個人的に仕上げました。
　NHK 在職時を通して、私は一般社会へ様々なス
タイルで情報を提供してきました。その際いつも
苦心したことは情報の表現でした。まずい表現で
は情報の受け手に完全に無視され、ある意味で雑
音になり情報で伝えたい内容、言い換えると信号
は届きません。情報に含まれる信号と雑音の識別
は個人的に異なります。人に伝えたい情報を受け
手にとって無視できない信号にするには受け手の
立場や興味の持ち方の把握が何時も必要になりま
す。そんな手立てを見つける努力を私は今もして
います。News@KEK はそんな私の作品でした。最
初の「ホームページ」の News@KEK では「失わ
れた世界を探る」と「物質構造を探る」と言う二
つの話題が提供され、加速器を利用して宇宙や物
質、生命を探る KEK の研究活動を担う素核研と物
構研の興味深い活動を取り上げています。
　広報室運営の「ホームページ」は当時、毎週木
曜日に更新することで始めました。私にとって在職
中の広報室業務の中で、何時も木曜日締め切りの
文章表現の作成は最重要課題でした。今回、KEK
の Web で「News@KEK 一覧」の画面を発見し、
私が関わった話題にも接し、改めて Web 広報が果
たすライブラリーの役割にも気づかされました。

思い出の締めくくり
　最後に KEK 広報室で広報室員が集い、広報活動
の指針を決めたミーティングに私がつけたユニー
クな名前にも言及して思い出の締めくくりといた
します。
　NHK 在職中で私が最も苦労したのは皆既日食の
中継でした。撮影現場の天候次第で放送は中止で
す。私は皆既日食中継番組を NHK 在職中 3 本担
当し全て成功しました。その際、光を失った太陽
がコロナの出現後、新たに輝く再生の姿には感動
しました。KEK の広報室設立を依頼された時、私
は、それまで実施されてきた KEK の広報活動を新
たなものとして再生できればと願いました。広報
室で室員に初めてお会いし、太陽の再生の営みに
もあやかりたいと感じていたせいでしょうか、ミー
ティングの冒頭で、この集いを [eclipse] と名付け
ようと提案しました。皆既日食の場合、正確には 
total が付きます。いずれにしても、ミーティング
の名前を私は日食を意識してつけました。
　現在、私は西東京市にある多摩六都科学館の館
長をしています。西東京市には以前、KEK の出身
母体ともいえる東京大学の原子核研究所がありま
した。そんな関係もあり、多摩六都科学館は KEK 
と科学の普及活動に関わる協力協定を結び、毎年 
KEK と共催でサイエンス・カフェを実施していま
す。その際、物構研の宇佐美徳子さんにお会いす
る時もあります。さらに、KEK 広報参与と言う立
場では、国際リニアコライダー計画推進イベント
で素核研の大森恒彦さんにお会いすることもあり
ます。
　コロナウイルス感染症拡大の時期、この寄稿文
を依頼されて思い出した、太陽コロナの出現を経
て再生する太陽を意識して [eclipse] と名づけた広
報室のミーティングに参加した人々が、コロナ禍
を無事乗り越えてご活躍されることを念じて終わ
りとします。

第３章　思い出文章集
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事務屋の J-PARC
池田　崇 

元 KEK 研究協力部長

　私は 1979 年 2 月から 2020 年 3 月までの 41 年
2 か月（1982 年度は当時の文部省に併任で、1997、
98 年度は筑波大に出向で KEK を離れていました
が、籍は KEK にありました。）を KEK の管理局（管
理部）で事務職員として過ごしました。1996 年度
までの 18 年間は主計課 4 年 6 か月（うち 1 年間は
文部省併任）、契約課 10 年 6 か月、経理課 3 年間
と財務系一筋でした。財務系の仕事に対してマン
ネリ化を感じていたことから、少しよその機関の
空気を味わいたいと出向希望を出していたところ、
高エネルギー物理学研究所が東大原子核研究所と
統合されて高エネルギー加速器研究機構になった
1997 年 4 月、筑波大学に出向して 2 年間お世話に
なりました。出向打診時には管財課に配属と聞か
されていたのですが、実際に配属されたのは国際
交流課で英語の話せない、周りに知っている人も
いない毎日は地獄で、隣の芝生は青くなかったと
出向したことを後悔したものでした。筑波大学で
の出来が悪くて 1 年早い 1999 年 4 月に KEK に戻
されましたが、配属先がなんと国際交流課で当初
はいじめを疑いました。この年の 7 月、国際交流
委員会委員長の永宮正治先生と初めてお会いした
ときに、「今度 J-PARC（この時は大型ハドロン計画
と呼ばれており、J-PARC という愛称は 2002 年 10
月に決定されました。）をやるので、管理局でもサ
ポートしてください。」とおっしゃられたことを覚
えています。これが私がその後長く J-PARC に関
係することになったスタートでした。あとで知っ
たことですが、1999 年 3 月 18 日付で「中性子科
学研究計画と大型ハドロン計画の推進に関する覚
書」が原研と KEK の間で締結されており、これら
の施設を原研東海研究所に建設するための統合計
画を策定することが定められていました。
　2001 年 4 月に施設部建築課に異動になりました
が、2001 年 4 月 1 日付けで「大強度陽子加速器施
設の建設及びこれに必要な研究開発に関する協力
協定」が両機関で締結されており、私も施設建設
グループの一員となりました。この年から東海研

究所（現在の JAEA 原子力科学研究所）内に原研と 
KEK の共同プロジェクトである J-PARC の建設が
始まりました。当初は原研が建設する予定だった
中央制御棟を補正予算の関係で KEK が建設するこ
とになり、それに伴って建設所掌分担の見直しな
どが必要になりました。J-PARC の建設地を覆っ
ていた松林の多くは保安林指定を受けており、そ
の保安林の伐採面積に相当する代替保安林の指定
をしないと伐採許可が下りず、その林地開発申請
手続きにかなりの期間を要しました。伐採許可が
下りた建設工区毎に地元とのお約束で、地元住民
への工事概要の現地説明会を開催することになっ
ていて何回か開催しました。初めての現地説明会
ではそれなりの人数が参加されたのですが、最
後は関係者しかいませんでした。建設工事が始ま
ると遺跡が出土して茨城県教育財団による発掘調
査が大々的に行われたり、空には絶滅危惧種のオ
オタカが飛んでいて日本野鳥の会による定点観測
やオオタカの営巣に影響を与えないような工事対
応が求められたりしました。また、原子力施設で
ある東海研究所は茨城県や東海村などと原子力安
全協定を締結しており、その協定対応も大変でし
た。あるとき、現場事務所の分電盤が燃え、いっ
たんは火災でないと判断されたのですが、夜に
なって消防署が火災と認定したため、協定に基づ
く対応をしないといけなくなったのですが、あい
にくその日はつくばキャンパス国際交流センター
の完成披露パーティーで施設部トップはアルコー
ルを飲んでいたため、若手職員が茨城県庁に説明
に行かざるを得ませんでした、この一連の様子は 
NHK のニュースなどでも流れました。このように 
J-PARC の工事では地上だけでなく地下、空中にも
様々な制約があり、かつ原子力安全協定対応など、
つくばキャンパスの建築土木工事では経験したこ
とのない業務がたくさんあって、当時の施設部職
員は大変な苦労をしたことと思います。
　2004 年 4 月総務課に異動になり、法人化初年
度の対応などをしていましたが、10 月に竹内大二
管理局長（私が仕えた管理局長で一番の仕事師）直
属で 2005 年 4 月の東海キャンパス設置に向けた 
KEK 内の諸準備、東海研究所に依頼する便宜供与
のとりまとめとか両キャンパスを結ぶ業務連絡バ

事務屋の J-PARC
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スの運行に向けた対応などの業務を現在の管理棟 
2F の北側小部屋で担当していました。3 月のある
夜、電気ストーブでシャツの袖を焦がしてしまい
ましたが、これが東海研究所内だったら火災とし
て消防署に通報しないといけない事案になってし
まうので、つくばキャンパスが原子力安全協定の
対象でないことに感謝したものでした。
　2005 年 4 月１日、東海研究所の中に KEK 東海
キャンパスが設置され、東海管理課も新たに設置
されました。当時 KEK 唯一の建物であった中央制
御棟において東海キャンパス勤務者 23 名に戸塚洋
二機構長から辞令交付が行われました。私が機構
長から辞令を直接いただいたのは後にも先にもこ
の時だけでした。東海キャンパス設置時のキャン
パス勤務者の名簿と中央制御棟前で撮った集合写
真を以下に示します。辞令交付式には KEK の上層
部だけでなく、原研の岡﨑俊雄理事長以下 J-PARC 
関係者にも多数参列していただきました。

　東海管理課は、東海キャンパスの人員掌握やキャ
ンパスの安全管理、2005 年 6 月からの業務連絡バ
スの運行（制度設計当初は利用者から料金をいただ
く有料運行で検討していましたが、最終的に無料
運行となりました。運行が始まったときは、北関
東自動車道、東水戸道路、常陸那珂有料道路から
サイクル研東側の J-PARC 建設用仮設道路を通っ
て東海研究所に入るルートでした。）、2005 年 8 月
8 日の J-PARC 運営基本協力協定の締結（原研がサ
イクル機構と統合されて日本原子力研究開発機構
になる前に締結）、2006 年 2 月 17 日の J-PARC セ
ンター設置等に関する協定の締結、それに基づく 
J-PARC センター立上げ業務（初代センター長は永
宮先生）、東海スマート IC 設置要望や宿区住民が
使っている井戸の水質調査など、これまでに経験
したことのない日々新しい業務を担当しました。
　2007 年 2 月にいったんは東海管理課 3 年目の内
示がありましたが、3 月中旬につくばキャンパス研
究協力課に異動する再内示を受け、5 年間 J-PARC 
を離れましたが、その間も J-PARC に関してアン
テナを高くして情報収集をしていました。
　定年まで残り 4 年の 2012 年 4 月、二度目の東海
キャンパス勤務となりました。東海キャンパス設
置後 7年、J-PARC センター設置後 6年が過ぎ、業
務はほぼルーチン化していましたが、本来 4 月か
ら任期が始まる J-PARC センター長が決まってお
らず、両機構の J-PARC 担当理事（KEK は鈴木機
構長が兼務、JAEA 側は横溝理事）の候補者への面
接を経て第二代 J-PARC センター長として 2012 年
7 月に池田裕二郎氏が就任し、J-PARC の計画、建
設、運営をリードされた初代 J-PARC センター長
の永宮先生は退任されました。J-PARC の施設公開
など、日常のルーチン業務をこなして迎えた 2013
年 5 月 23 日 12 時前にハドロン実験ホールで放
射性物質漏洩事故が発生しましたが、私が事故を
知ったのは翌 24 日の 21 時頃でした。事故対策本
部が立ち上がり、多くの関係者が徹夜で迎えた翌
朝にはマスコミのヘリコプターが上空を飛び交い、
テレビ、新聞で大きく報道されました。文科省や
原子力規制庁や水戸労働基準監督署、地元自治体
への事故説明と立ち入り調査、法令報告第 1 報提
出など、あわただしく 5 月が過ぎていきました。

KEK東海キャンパス勤務者 (4/1 付け)
H17.4.1

所属・職名 氏名 備考

1 大強度陽子加速器計画推進部 · 部長 · 東海キャンパス所長 永宮 正治 HENDEL棟 203C室

2 素粒子原子核研究所物理第四研究系 · 研究主幹 · 東海キャンパス副所長 高崎 　稔 HENDEL棟 KEK分室

3 素粒子原子核研究所物理第四研究系 · 教授 宮武 宇也 核融合特研 311室

4 素粒子原子核研究所物理第四研究系 · 助教授 鄭 　淳讃             〃

5 素粒子原子核研究所物理第四研究系 · 助手 今井 伸明             〃

6 加速器研究施設加速器第一研究系 · 研究主幹 小林 　仁 中央制御棟

7 加速器研究施設加速器第一研究系 · 教授 穴見 昌三 HENDEL棟 105室

8 加速器研究施設加速器第一研究系 · 助教授 山口 誠哉             〃

9 加速器研究施設加速器第一研究系 · 助教授 岡村 勝也 中央制御棟

10 加速器研究施設加速器第四研究系 · 助手 李 　成洙        〃

11 加速器研究施設加速器第一研究系 · 助手 原 　圭吾 HENDEL棟 105室

12 加速器研究施設加速器第一研究系 · 助手 方 　志高             〃

13 加速器研究施設加速器第一研究系 · 助手 石井 恒次 中央制御棟

14 加速器研究施設加速器第四研究系 · 技師 染谷 宏彦 HENDEL棟 105室

15 加速器研究施設加速器第一研究系 · 技師 川村 真人             〃

16 加速器研究施設加速器第一研究系 · 技師補 福井 佑治             〃

17 加速器研究施設加速器第一研究系 · 研究機関研究員 小関 国夫 中央制御棟

18 大強度陽子加速器計画推進部 · 教授 永江 知文 HENDEL棟 KEK分室

19 東海管理課 · 課長 池田 　崇 研究炉実験管理棟 112室

20 東海管理課 · 課長補佐 宮本 　滋                 〃

21 東海管理課 · 管理係長 中山 光昭                 〃

22 東海管理課 · 専門職員 ( 安全担当 ) 住谷 陽一                 〃

23 東海管理課 · 管理係主任 塚田 昌稔                 〃

第３章　思い出文章集
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6 月に入ると平日夜にその日あったこと、翌日の
予定などの情報共有の打ち合わせが 9 月 26 日の文
科大臣要請の報告書提出までほぼ毎日行われ、日
付変更線を越えることもしばしばありました。事
故に係る住民説明会を 6 月に 3 回、事故後の取り
組みに関する住民説明会を 10 月から 11 月にかけ
て 3 回、開催しましたが、地元住民の方から厳し
いご意見を頂戴したことは今も覚えています。事
故検証のための外部有識者会議を 6 月から 8 月に
かけて 6 回開催し、答申書としてまとめていただ
き両機関の長に提出されました。10 月に安全を最
優先にした J-PARC センターの組織改編、ルール
改正が行われ、様々な再発防止策を着実に実行し
て、2014 年 2 月に物質・生命科学実験施設の利用
運転を 9 カ月ぶりに再開することができました。
これらの一つ一つに事務職員という立場で関与さ
せていただいて、J-PARC の運営・運転には JAEA 
と KEK のみならず、文科省を始めとする関係省
庁、地元自治体、そして地元住民の方の理解が不
可欠であること、J-PARC センターにおける JAEA 
と KEK の間にあった見えない壁がある程度取り除
かれたことを強く感じました。事故対応以外では、
2013 年 5 月に東海キャンパス遠距離通勤者のドミ
トリー 1000 円宿泊を実現したこと、2014 年 10 月
にドミトリーの増築が実現したこと、2015 年 4 月
から任期の始まる次期 J-PARC センター長を選考
する人事委員会の事務局を 1 年にわたって務めた
こと、その他、2014 年 10 月につくばキャンパス
で開催された KEK 秋まつりに東海管理課から出店
して好評を博したことなども思い出として残って
います。
　二度目の東海キャンパス勤務の内示をいただい
た時には 2 年間というあてにならない約束があっ
たのですが、ハドロン事故対応も終息していなかっ
たことから納得して 3 年目に入り、それが終わろ
うとした 2015 年 2 月には定年まであと 1 年だから
このまま東海管理課、J-PARC でいいよねという管
理局長の内示とも思えるお言葉もあったのですが、
4 月につくばキャンパスに戻ったので、4 月に開催
されたハドロン実験施設事故後の取り組みに関す
る住民説明会には今までと違う立場で参加しまし
たが、この時の参加者は 10 名足らずで、事故直後

の説明会の雰囲気とはかなり異なるものでした。4
月下旬にハドロン実験施設の利用運転が再開され、
ほぼ 2 年に近いハドロン事故対応が終わりました。
この事故対応を J-PARC センター長として指揮さ
れた池田裕二郎氏が 3 月末で退任されたのですが、
その送別会で齊藤直人新センター長が池田裕二郎
氏を「小さな巨人」と紹介されたこと、身近で池
田センター長に仕えた者として全くその通りと感
謝の念を抱き、今もその思いは消えていません。
　定年後の 2016 年 4 月 8 日、東海キャンパスで
花見をしようということで参加したら、有志によ
る私の定年退職お祝い会で、KEK の事務職員だけ
でなく、研究者の方、JAEA の J-PARC センターの
方など、たくさんの人が集まってくれていました。
その時齊藤 J-PARC センター長からいただいた日
本酒のラベルに「長い間お疲れ様でした。これか
らもよろしく！」と書いてあり、あまりのサプラ
イズに感謝感激で J-PARC への思いを新たにしま
した。その時の集合写真を以下に示します。

　再雇用職員となって 1 年が過ぎた 2017 年 4 月か
ら 3 年間、三度目の東海キャンパス勤務となりま
したが、現役時代のように J-PARC に貢献できな
かったことから任期満了とともに自由契約となり、
人生の三分の二を過ごした KEK を退職しました。
この拙文を書きながら KEK での 41 年 2 か月を振
り返ると、家族の理解と協力のもと、上司、同僚、
部下に恵まれ、そして研究者の方に支えられて仕
事を大過なくできたことに改めて感謝する次第で
す。今後は一人の OB として、KEK 発の大きな研
究成果がたくさん発表されることを祈念して陰か
ら応援していく所存です。ありがとうございまし
た。

事務屋の J-PARC
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KEKと私と国際化
五味田　將 

KEK 研究協力部長

　KEK 管理部への採用により始まった自分の勤め
人稼業は KEK 創設 50 周年となる 2021 年で 38 年
目を迎える。この間、幾つかの大学などで都合 14
年半お世話になったので、正味の KEK 在籍は 23
年半となる。業務の分野で言うと採用から 12 年間
は人事と総務を行ったり来たりで、13 年目に初め
て国際担当部署に配属され、それ以降はほぼ全て
の期間において国際関係業務を所管する部署でお
世話になった。こうした経歴から、経験年数、担
当業務の間で最も重なりの多い KEK での国際関連
の経験について振り返ってみたい。

未知との遭遇 ―	国際デビュー編	―
　時を戻そう。1996 年。初めて国際担当部署に配
属となった年である。配属先は研究協力課研究協
力第三係（1997 年の高エネ機構発足に伴い新設さ
れた国際交流課に移行）で、3年間お世話になった。
係長と自分の 2 名体制で、自分は主に日米事業の
ルーチンワーク、外国人ユーザーやその家族のビ
ザ取得のペーパーワークや外国人宿泊施設のいわ
ゆるフロント業務などを担当した。ここでは配属
されてからしばらくの間、“コミュニケーション”
で悩まされた。日米事業やビザ取得の業務は日本
語で完結できたのだが、外国人宿泊施設関連の仕
事はそうは問屋が卸さない。宿舎を利用する研究
者本人が様々な相談のために毎日自分を訪ねてく
る。もちろん会話は英語である。ちなみに、当時
の管理部で業務の遂行に耐えうる英語スキルを有
している職員はほぼ皆無であった。自分は勿論“ほ
ぼ皆無”の側。中国や韓国からの方々とは漢字によ
る筆談を交えることでなんとか意思疎通を図るこ
とができたが、それ以外の国の方々とは英語オン
リーのいわゆるガチの勝負をせざるを得ない。さ
わやか行政サービスよろしく、笑顔で“ハロ〜”と
迎えつつも、実はトホホな思いを抱えながら応対
する日々が続いた。だが、3 か月を過ぎたあたりか

ら世界が変わる。つたないながらも会話のキャッ
チボールができるようになり、簡単なセンテンス
なら頭の中で翻訳することなく言葉を紡げるよう
になった。このようにコミュニケーションが円滑
にできるようになるにつれて、仕事以外の場面で
の繋がりも増えた。
　その繋がりの一例として、当時、文部省外国人研
究員としてロシアから来られていた Yury Gaponov 
さんとのエピソードを紹介したい。彼はこれまで
出会った外国人研究者の中で最も印象に残ってい
る人物だ。“控えめ”、“温和”、“腰が低い”以上
が彼の人となりを表すキーワードである。彼が私
のオフィスにくるときは決まって申し訳なさそう
な気持ちをほんのりと含ませた微妙な笑みをたた
え、“ゴミタサ〜ン、コニチワ ...”と遠慮がちな挨
拶とともに入ってくる。ちなみにそのときの彼は、
決まって少し腰をかがめて揉み手をしている。決
して依怙贔屓するつもりは無いのだが、そんな彼
を見ているとついつい頑張ってお世話したい気持
ちになる。ある意味得なキャラクターの持ち主で
あった。私はそんな彼のことをいつしか“ガポちゃ
ん”と呼ぶようになった。彼の宿舎に招かれて食事
をご馳走になったり、そのお礼に市内の居酒屋に
繰り出して杯を重ねるなど、とても仲良くさせて
もらった。
　少々脱線が過ぎてしまったが、本編のまとめに
入る。英語スキルが十分ではないことによるスト
レスを感じながらの“国際デビュー”であったが、
それにも慣れるにつれてそれなりに“痒いところ
に手が届く”サポートができるようになり、感謝
の言葉を頂くことが増えていった。そのことによ
り、いつしか配属当初の“不安”は“自信”へと変
わっていった。その後、キャリアのほぼすべての
期間において国際関係業務を所管する部署で過ご
してきたが、国際担当職員としての基礎はこの係
員時代の 3 年間で培われたと思っている。この間、
私のつたない対応に我慢しながらも頼ってくれた
方々にこの場をお借りして感謝を申し上げる。

未知との遭遇 ―	初めての海外勤務編	―
　私の国際業務経験の中で最も長く、そして深く
携わったのは CERN の案件である。主任時代に 1

第３章　思い出文章集
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年間、係長時代に 5 年間、課長時代に 3 年間、そ
して現在においてもエフォートこそかなり減った
ものの、継続して関わらせてもらっている。私の
国際担当としてのキャリアは CERN と共に積み重
ねてきたといっても過言ではない。

　さらに少しだけ時を進める。2000年 10月のとあ
る日、私はスイスはジュネーブの Cointrin 空港に
降り立った。“とある事情”により CERN で 1 年
間お世話になるためだ。LHC 計画に対する日本か
らの建設協力をきっかけに KEK 事務職員を対象と
した CERN への派遣研修プログラムが 2000 年か
ら開始されることになり（技術職員派遣は 2001 年
から開始）、自分はそのプログラムによる研修生第
1 号として CERN に派遣された（その後、対象を 
ATLAS 日本参加機関に拡充）。これが“とある事情”
である。CERN での配属先は ATLAS Coordinators 
Office Group。いわゆる ATLAS collaboration の
執行部だ。と言っても自分が執行部のメンバーと
して辣腕をふるったということでは無い。研修
中の Supervisor が執行部メンバーとして連なる 
Resources Coordinator であったというのがその
理由である。そこで、本編では Supervisor との思
い出を紹介したい。Peter Schmid、オーストリア
人の元物理屋で、明るく穏やかな長身の紳士であ
る。年齢は 60 才前後だったと思う。他方自分は当
時 35 才。父と子の年齢差と言ってもいいだろう。
初めての海外赴任でナーバスになっている自分に
対して Peter はとても優しかった。10 時、15 時の
ブレイクタイムには彼からのお誘いでコーヒー片

手に他愛もないおしゃべりを楽しんだ。そのよう
に何かと私を気にかけてくれた。そのおかげもあっ
てか、思いのほか早く CERN での生活に慣れるこ
とができた。そんな Peter を自分は“ジュネーブの
父”と思っている。多謝。その後、彼は私の派遣
期間中に定年により CERN を去られ、後任として
フィンランド人の Markus Nordberg が着任した。
とにかく明朗快活で面倒見の良いナイスガイで、
つくばに残してきた家族との連絡のために TV 会
議システムの使用を認めてくれたり、自宅でのパー
ティに招待してくれるなど、温かく接してくれた。
今も CERN で活躍していて、CERN に出張した際
には旧交を温めている。こちらは“ジュネーブの兄”
といったところか。
　仕事のことについても触れたいと思う。初代研
修生ということで具体的な担当業務が確立されて
いなかったので、結構好き放題にやらせてもらっ
たが、そんな中で最も思い出深い出来事は、日本 
（KEK）が開発・製造を担当した、ATLAS 検出器
に挿入される超伝導ソレノイド電磁石の受入れで
ある。長さ約 6 m、直径約 2.3 m の円筒形状の超
伝導電磁石で、日本単独の貢献として、KEK がそ
の開発・製造を担った。低温工学センター（当時）
の山本明教授を責任者とする体制のもと、（株）東
芝と共同で開発・製造したものである。失敗が許
されない一発モノの精密装置で、日本チームの汗
と涙の結晶である。そのソレノイドが私の研修終
了まで 1 か月を切った 2001 年 9 月 28 日に CERN 
の 180 号棟に到着した。日本を船にて出発したの
が 7月 25 日なので、2か月を超える長旅であった。
さすが日本！と言っていいだろう、スケジュール
をキッチリ守っての納品であった。受入れに伴う
作業のため、KEK と東芝の双方から開発・製造メ
ンバーが到着のタイミングに合わせて CERN に来
られた。KEK からは山本明、槙田康博、川井正徳
の各氏、東芝からは水牧祥一氏の以上 4 名である。
また、山本明、近藤敬比古両教授の尽力により、
Luciano Maiani 所長が ATLAS 実験 Spokesperson 
の Peter Jenni 教授（両者とも当時）を伴って 180
号棟に駆け付けて来てくださり、日本側関係者と
共に無事の到着の喜びを共有された。
　仕事の思い出ということなので、私自身の関わ

CERN メインゲート前に掲げられた加盟国の国旗（2001 年
1 月 · 筆者撮影）．

KEK と私と国際化
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りについても触れないといけないが、実はソレノイ
ド受入の様子をカメラにおさめただけである（汗）。

国際協力の大展開の波に揉まれて
　CERN での楽しく充実した日々もあっという間
に過ぎ、2 代目研修生の幸田さんに後を託して、
2001 年 10 月に KEK に帰任した。配属先は国際
交流課の国際交流第一係、初めての係長職である。
係長、係員 2 名の 3 名体制だ。その後、2006 年 10
月に総研大に転出するまでの 5 年間、このポスト
でお世話になった。この間の思い出をもって筆を
置くことにする。
　記憶が確かなら、係長 1 年目の 2001 年において
私の係は海外との国際交流事業全てを所管してい
たと思う。その中でも日米事業、LHC/ATLAS な
どがメインで、途中からリニアコライダーが加わっ
た。海外に行かせてもらった身としては、どんな
仕事を命令されてもお礼奉公よろしく、“施され
たら施し返す、恩返しっ！！”の精神で我ながら
結構頑張った。LHC/ATLAS に関しては、当時は 
ATLAS の補足建設費の貢献要請への対応と維持運
転覚書の署名に向けた調整が主な対応であったと
ころ、研修派遣を通じて培った知識や経験がとて
も役に立った。リニアコライダーに関しては、こ
の間にとても大きな進展があった。ICFA の下での 
ILC 計画の誕生だ。私の係は KEK がホストする会
合のロジや文科省との間の連絡調整などで ILC に
関わった。LHC/ATLAS の業務なども相俟って帰
宅が午前様になる日も頻繁であったが、上司や同

僚に恵まれ、とても充実した 5年間であった。
　1990 年代以降、KEK では B-Factory、ニュート
リノ実験、LHC/ATLAS や ILC などの大規模な国
際協力プロジェクトが目白押しで、それに伴い 
KEK の国際化は大きく進展した。この大展開の時
代に担当職員の一人としてこれらに関わる機会を
得たことは大変幸せなことであった。

最後に ―	ささやかなる決意	―
　さて、いよいよまとめに入ろう。
　勤め人稼業も残すところ 4 年を切り、身体的に
無理が効かないお年頃になりつつあるが、激動の
この時代、まったりと過ごす余裕は望むべくもな
いだろう。
　創設以来、半世紀の長きに亘る先輩諸氏の弛ま
ぬ努力によって営々と積み重ねられてきた歴史に
学びながら、これからの新しい 50 年が KEK にとっ
てさらに輝かしいものとなるよう微力を尽くした
い。諸先輩方におかれては、このような健気な現
役のささやかなる決意とこれからの行動を暖かい
目で見守り、ときには励まして頂けたら幸いです。

超伝導ソレノイド電磁石をバックに（筆者撮影）．（左から�
Jenni、Maiani、山本、水牧、槙田、川合の各氏）．

CERN�派遣期間中の筆者�＠ Grindelwald�（2001 年 8 月）．

KEK� にて開催した第 1 回�ILC� ワークショップ（2004 年 11
月）．
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トリスタン・J-PARC 
加速器施設建設の舞台裏

宮原 正信 
元 特別技術専門職

　つくば山麓に広がる林野に高エ研（以下 KEK）が
開設されて半世紀の歳月が流れたが、当初の原風
景が残るのは、今では僅かに東大通り沿いのバッ
ファゾーンのみとなったようだ。構内を見回すと、
初期に植栽された樹木は大木に成長し、幹線道路
の街路樹も生い茂りキャンパスに豊かな緑陰をも
たらしている。このようなキャンパス環境の変遷
ぶりと先人たちが切り開いてきた KEK の歩みを重
ねながら振り返ると実に感慨深いものがある。
　はじめに、文部省（現文科省）直営の開拓期から
今日に至るまでの施設整備の経過を簡単に辿る。
創設当時、旧ゴルフ場跡に残されたクラブハウス
1 棟のみで開設されたキャンパスは漸次増設を続
け、2020 年 8 月時点では建屋数で 261 棟、延床面
積 19 万 m2 強にまで拡充されている。研究棟ゾー
ンでは、職員数の増加につれて研究棟も増設され
研究環境は飛躍的に拡充されてきた。特にミレニ
アム期に新設された 4 号館の建設にあたっては、
新時代に向けた研究環境の在り方が模索された。
完成時には、建築学会作品賞にノミネートされて
注目を浴びると共に、環境デザインの先進事例と
しても高い評価（最優秀作品賞）を受け、文教施設
における環境配慮型・先進モデルとしても全国に
紹介された。

　さて、私は着任以来、トリスタン計画を皮切りに、
ニュートリノ・K2K、J-PARC・T2K などの主要な
加速器施設の建設に携わることができた。KEK の
輝かしい歴史を紡いできた“加速器づくり”の一翼
を担った者として、その舞台裏を紹介する。
　まずトリスタン計画であるが、言うまでもなく、
これは我が国で初めての “ 衝突型加速器 ” の建設で
あり、世界のエネルギーフロンティアへの挑戦で
あった。同時に、長大な円形トンネルの建設は、
高い技術水準を誇る日本の土木界にあっても前例
のない特異なプロジェクトであった。これを裏付
けるように、当初は文部省から建設省（現国交省）
への全面的な事業委託が模索された経緯がある。
諸事情からこの案は断念され、KEK が組織強化を
図って実施母体となり自ら推進することになった。
　加速器の建設には、構想 10 年とも言われるよう
に周到な準備期間が必要とされる。トリスタンで
も、当初の陽子シンクロトロン構想から、陽子・
陽子衝突型、陽子・電子衝突型など様々な計画案
が浮上した。最終的には、世界の趨勢からも電子・
陽電子衝突型が採択され、敷地で最大規模となる
配置案で世界第 1 級の衝突リングをめざすことに
なった。マスタープランが固まると、次の重要な
ステップは予算要求である。最終的な建設費総額
は約 1,000 億円に上ったが、施設整備費が 4 割強
を占めるため、工事費の概算要求は膨大な作業と
なった。中でも、トンネルの断面寸法は工事費に
大きく影響するため慎重な検討を要した。一方、
研究者サイドからは、将来的に多様なビーム衝突
実験が可能となるような十分なトンネル断面が求
められた。そして、国の厳しい審査に向けて、必
要理由や根拠となる機器配置図等の資料作成に総
力を傾注し、ほぼ原案通りのトンネル断面を確保
することができた。このようにして獲得された、
若干ながらも「ゆとり」のあるトンネル内空断面が、
その後の KEKB への改造計画をスムーズに進める
のに大きく貢献したものと確信している。
　次に、プロジェクトの準備段階で特筆すべき手
法が採用されたので簡単に紹介する。それは、最
終設計フェーズに入る前段階で、設計手法や建設
技術に関わる難点を払拭するために、主リングの
一部工区（大穂エリア）を先行して建設するパイ

研究棟４号館と歩行者用プロムナード．

トリスタン・J-PARC 加速器施設建設の舞台裏
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ロット（調査・試験）工事の実施である。すなわち、
地上からの地質調査では把握し難い地中の闇（地盤
性状・施工条件の最適化等）を正確に探るため、一
部工区を暫定設計案で建設し、そこで得られる様々
な計測情報を詳細設計にフィードバックするのが
主なねらいであった。振り返ると、この試験工事
による成果は、最終設計での活用に加え、実寸大
のトンネルを使ってのリアルな防災・設備計画の
立案に極めて有益なものとなった。
　最終プランは、新設されたトリスタン計画推進
部（総主幹：（故）尾崎敏先生）と施設部の緊密な連
携で進められたが、本設計は日建設計に委嘱して
展開された。詳細設計にあたっては、産官学連携
のもと我が国における土木工学の知見が結集され
たのは言うまでもない。特に、大規模な掘削工事
では、発生する膨大な土砂（約 130 万 m3）の全て
を構内で再利用し構外搬出を皆無とした。これは
コスト縮減と同時に環境負荷の軽減にも大きく寄
与した。しかし、掘削工事が進むと予期しないト
ラブルにも見舞われた。開削工法（露天掘り）に伴
う大量の地下水揚水によって、筑波山麓を北から
南に流れる地下水の自然流動を阻害し、周辺民家
の井戸枯れを招いたのである。直ちに緊急給水を
実施しながら地元への説明に追われた。幸いにも
研究所開設以来の基本ポリシー『地域社会とのた
ゆまない協調・共生』（西川イズム）が効を奏し、
早期に地元住民の理解を得ることができた。最終
的には、補償工事として被災全戸での深井戸新設
が実施され、トンネル工事は再開された。
　加速器のビーム運転には、ビームライン機器
の超精密アライメントが重要なステップとなる
が、先行する土木工事でもトンネルに設置するモ
ニュメント測量では ±1 mm の精度が求められた。
GPS 測量が未だ実用化されていない状況下、測量
機器の超精密較正や観測誤差の微小化等、様々な
取組みを行い所要の精度を達成することができた。
また躯体工事に投入される鋼矢板や鉄筋・鉄骨な
どの資材も膨大な数量に上った。主リング直線部
に配置された 4つの実験ホール（富士・日光・筑波・
大穂）では、超重量級の検出器を支えるため夥しい
本数の杭が投入されると共に、厚さ 3 ｍ 超の床版
コンクリートは最大約 1 万 m3 / 箇所に及んだ。コ

ンクリート打設日には、地域内の全生コン工場が
フル稼働、現場では徹夜作業が繰り返された。
　一方、地下構造物と併行して、加速器へのエネ
ルギー供給源となる電力設備や空調・実験冷却水
等の基幹設備でも様々な技術課題に挑んだ。特
に、中央変電施設は、福島原発の送電ラインから
147 kVA の高圧電圧で受電する、国の単一機関と
しては最大規模を誇る特高受電施設であった。こ
こに設置される大型の受電用変圧器（15万 kVA）の
現場への搬送据付けは一大イベントとなった。特
に鉄道輸送後の荒川沖駅から KEK までの搬送は、
2夜連続での深夜輸送大作戦が敢行された。
　着工から 5 年間に及ぶ建設工事が完了すると、
膨大な撮影記録が 16 mm 映画に編集された。製作
は岩波映画社で、日本映画史に輝く羽仁進監督と
共に時代をリードした名カメラマン・小村静雄氏
のプロデュースによる渾身の建設記録である。
　次に J-PARC の建設について触れる。J-PARC で
は、① リング状トンネルでの新たな耐震設計法、
② 自己修復型浸透防水工法、③ 低放射化コンク
リート、などの先進的技術が適用された。しかし
建設が始まると、現場は度々大きな試練に直面し
た。とりわけ KEK 所掌の主リングでは、第Ⅰ期工
事（鹿島 JV）の着工早々から難題に遭遇した。トン
ネルを掘削中に想定を上回る大量湧水が発生、現
場は水没して工事不能に陥ったのである。思い起
こせば、この大型ハドロン計画は、既に KEK 筑波
でリニアック（現：超伝導試験開発実験施設）の建
設が進む中、原研との共同事業として東海村（原研

建設中の主リングトンネル．
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敷地）で再出発することになり、極めて短期間で
の設計を余儀なくされる事態となった。追加調査
の結果、複雑な地盤構成や土壌塩水化のおそれ等、
重大な懸念事項が表出した。詳細は省くが、最終
的には大規模な地下水動態調査と遮水対策を柱と
する設計変更を経て工事再開にこぎつけた。
　続く第Ⅱ期工事では、エリア内に中世期の塩田
遺跡が出現、発掘作業のため再び工事は中断。そ
の後工事最盛期に入ると、飛島 JV 工区に隣接する
林地内で絶滅危惧種「オオタカ」の営巣が発見され、
保護を主張する“日本野鳥の会”と厳しい交渉を続
けながらの断続的な工事進捗となった。
　このように次々と難題に直面し苦闘を続ける現
場を、当時の（故）戸塚洋二機構長が度々視察され
激励を受けた。特に、病魔との闘いが続く中、真
夏の炎天下に現場に入られた日のことが脳裏に浮
かぶ。先生は神岡時代に愛用された長靴と傷だら
けのヘルメット姿で演台に立たれ、勢ぞろいした
作業員に激励と安全訓話をされた。時折り垣間見
えた笑顔の陰には、実験開始を自分の目で見届け
たいとの強い思いが潜んでいたに違いない。

　共同利用実験開始後の 2011 年 3 月、東北地方太
平洋沖地震によって大きな損傷を受けたが、関係
者の懸命の努力で復旧を遂げ、実験は再開された。
　以上、KEK 加速器施設の建設経過を辿りながら、
『加速器とは何か』あらためて問い直してみた。加
速器は、多種多様な精密装置で構成される巨大な
複合システムであるが、様々な楽器の音色を束ね
てハーモニーを創り出すオーケストラに喩えられ

る。私にはむしろ、指揮者によって統率されたオー
ケストラや歌による音楽と、演劇や舞台美術が融
合した総合芸術・オペラに類似しているように思
える。それは、舞台空間としての実験施設（大道具）
に、電気や水、空気その他の付帯設備（小道具）が
完備して初めて成立するからである。
　さて、建設も最終盤を迎えた時期に、（故）西
川哲治所長から窺った『TRISTAN』命名に関す
るトピックスが蘇った。詳述は避けるが、プロ
ジェクト名を決める際には、ワーグナー作曲の
楽劇 ≪トリスタンとイゾルデ≫ が念頭にあったと
いう興味深い話であった。このオペラは、中世の
騎士物語を題材にして音楽の革新に挑んだとされ
るワーグナーの最高傑作の一つで、終幕で主役の
トリスタンが愛する王妃イゾルデの前で壮絶な死
を遂げる悲劇の騎士物語りである。1986 年 11 月、
悲願のトリスタン完成祝賀会場にこの楽曲が鳴り
響いた。日本に世界最高エネルギーの加速器が誕
生した、あの日の感動があらためて鮮明に蘇って
くる。その後、トリスタンの夢は KEKB に引き継
がれ、2008 年のノーベル賞受賞につながった。そ
して今、さらにその夢は SuperKEKB に託されて
いる。
　《菊作り菊見る時は陰の人》という句がある。
KEK の今日見られる発展の姿は、創設以来多くの
先人達によって営々と築かれ、様々な立場で関わっ
た全ての人々の英知と汗が隆々と積み上げられ結
実したものである。また、世界に伍する先端加速
器施設の完成は、設計コンサルや施工会社等の技
術者はもとより、現場で汗を流された全ての人々
の奮闘の賜物でもある。併せて、労苦を共にした
先輩や同僚、お世話になった先生方、管理局の皆
様にも、あらためて感謝申し上げる次第です。
　最後に、創設 50 周年の大きな節目を越えるにあ
たり、栄光の騎士《トリスタン》の志が、KEK の
新たな歴史の創成と加速器科学のさらなる進展に
繋がっていくことを心から祈念します。

建設中の J-PARC（ハドロン実験棟・スイッチヤード）．
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事務職（総務・財務）としての
思い出

宮本 滋 
元 KEK 総務部長

　KEK が 50 周年を迎えられたことを心よりお祝
い申し上げます。
　本記念誌発行にあたり、多くの先輩等がおられ
るなか、事務担当者の一人として思い出集へ寄稿
の機会を頂き大変ありがとうございます。

　私は、2020 年 3 月末に定年により現職を退きま
したが、これまで予算関係など会計業務、研究協
力支援業務、そして総務系の業務と幅広に経験さ
せて頂けたことからこのような機会を頂けたもの
と思いますので、これまでの経験等を振り返って
みたいと思います。

　私が KEK に採用されたのは、長さ 400 ｍ の直
線型電子加速器（リニアック）を利用した放射光実
験施設が完成目前の 1982 年（昭和 57 年） 4 月で、
更に、前年（昭和 56 年）より電子・陽電子衝突型
加速器施設（トリスタン）の建設がスタートした時
期でもあり、KEK として予算が格段に増え始めた
頃でした。よって、予算額の増加に伴い人員増も
認められたことから多くの事務職が採用された時
期でもあり、とにかく、能力よりも体力重視だっ
たようで、出来の悪い私も採用面接の際、面接官
から “ 体力に自信はあるか ” との質問に対して、元
気よく返事をしたことが採用の決め手となったと
聞いています。
　配属されたのは、管理部会計課管財係という主
に建物等の財産管理を担当する部署で、上司の係
長と私の二人で当時としては小さな係でした。採
用手続後に、自席に着いて指示されたのは、「財政
小六法」を読むようにとのことでした。他の部署
に採用となった同期の者も、皆同じような指示だっ
たようです。これは、当時、国立の機関であった
ことから国の会計制度に従った事務処理が行われ
ており、4 月から 3 月の会計期間終了後に事務処理
を完結するための出納整理期間という非常に多忙

な時期であったことから、新人に仕事を教える暇
など無いためでした。
　採用後間もない時期に、KEK にフランスの国家
元首であるミッテラン大統領が放射光実験施設を
ご視察された際には、準備作業等にも駆り出され
たことが貴重な思い出です。数日前から、機動隊
や警察による警備が 24 時間体制で続き、改めて、
凄いところに就職したものだ！と思いました。

　当時は、事務処理は殆どが手作業、かろうじて
電卓はありましたが、最後は人海戦術によるもの
で、業務の内容は分からなくとも、読み合わせ等
深夜に及ぶ状況でした。先輩からは、帰宅できる
のは、カレンダーと一緒だと言われ、最初は、何
を言っているのか理解出来ませんでしたが、1 月は
深夜の 1 時、2 月は 2 時ということで、出納整理
期限である 4 月まで続くと驚かされましたが、ほ
ぼ、そんな状況でした。また、仕事ばかりではなく、
17 時を過ぎると職場内で酒を飲みながら仕事する
という日々で、新人は、その準備や後片付けが当
番で回ってくるというものでした。
　我々事務方だけでなく、研究者の方々も寝る暇
も惜しんで装置の建設、実験等にあたられていた
ので、遅い時間でも先生方との連絡が取れたのは
事務方にとっては好都合でした。
　4 月末に業務が落ち着くと、事務方を中心に研究
者の方々もお誘いした恒例の BBQ が創設当時に使
用していた建物（クラブハウス）周りで、これまで
の労いの宴が開催されたものでしたが、新人をは
じめ若者はその準備・後片付けも役目でしたので
業務の労いとはあまり感じませんでした。

第３章　思い出文章集



KEK創立 50 周年記念誌 327

　また、この頃は、予算額は増大していた時期で
もあり、毎年のように会計検査院による実地監査
が 8 月後半に行われていたことから、その準備対
応もあり、夏休み（長期の休み）は、会計実施監査
終了後というのが一般的でした。

　KEK の敷地は、当初、借地（＠ 19 円 /㎡）で、
実際に使用する部分を年々拡大してきましたが、
トリスタン計画スタート時に今の敷地全体を借り
上げ、平成 6 年度からは毎年度予算額の範囲で取
得を続け、法人化後（平成 17 年度末）には、長期
借入金制度を活用して一括購入したものです。現
在では、つくば市が所有している KEK 敷地南側
の遊休地についても、これまで様々な研究計画が
立ち上がりましたが、実現には至らず、新たな研
究計画が立たないことから予定地から外すことと
なった経緯がありました。
　トリスタン（電子・陽電子衝突型加速器施設）は、
400 ｍ のリニアックからの電子・陽電子ビームを
全周約 370 ｍ の入射蓄積リング（AR）で 8 GeV ま
で加速し、更に全周約 3 k ｍ の主リング（MR）に
導き、そこで 30 GeV まで加速した上で、電子ビー
ムと陽電子ビームを正面衝突させるという画期的
な高性能加速器として計画され、当初の建設期間
は５年、施設整備を含めた建設予算は超伝導化な
どの高性能化を含め約 900 億円規模の巨大施設で
した。これだけの予算を確保することから、当時
の国立大学の施設整備費が削られ、大学の整備が
遅れた要因になっていたようで、当時の上司から、
文部本省出張時に KEK 職員は、廊下の真ん中を歩
いてはいけない、頭を下げて端っこを歩くように
と言われたのを覚えています。
　このトリスタンという巨大実験装置は、とにか
く、大量の電力を消費する装置で、電気代も桁外
れのものでした。実験に要する経費及び設備等の
維持経費（電気代を含め）の総額は、最大で年間約
160 億円もの予算が措置されていました。
　放射光実験施設の運転等が開始されると、産学
連携研究が開始されることとなり、当時、日立製
作所、三菱電機、富士通、NTT が自前のビームラ
イン（BL）を整備するとともに、放射光使用料金の
算定にも関与させて頂きました。

　当時、（文部省直轄の研究所でしたから、）自前
で使用料を定めるにも手探りで、国有財産の使用料
算定ルール「行政財産を貸付け又は使用許可する
場合の取扱いの基準について　昭和 33 年 1 月 7 日　
蔵管第 1 号」というルールを用いて、土地、建物、
設備及び実験装置を運転維持するための費用等を
算定の根拠に算出したものでした。
　B ファクトリー実験では、トリスタンでの巨額
予算確保の教訓から、装置設備予算の要求時から
完成後の運転維持費（電力代を含め）の上限が決め
られ、その額に合わせた概算要求書の内訳を作成
せざる得ない状況でした。また、本実験は、米国
の同様の実験と競合していたことから、運転経費
の確保は研究者から強く要望されていましたが、
そもそも、当時、米国の装置の方が設計性能とし
ては高く、その分をカバーするには、より多く運
転する必要があると、研究者からは運転維持経費
の予算確保を強く要望され、予算確保に向けて文
部本省等担当者への説明資料を作成するのですが、
専門用語が多く、もともと物理など縁遠い自分に
は、非常に苦労したことは懐かしい思い出でもあ
ります。
　その後、加速器等の格段な性能向上もあり、米
国の装置よりも優れた成果を出すことが可能とな
り、小林 -益川理論の検証に多大な貢献を果たすこ
とが出来、2008 年小林先生と益川先生のノーベル
物理学賞受賞という輝かしい成果に結びついたこ
とは、これまで、巨額の予算要求時にこのプロジェ
クトの研究成果はノーベル賞級と説明してきた担
当者としては、有言実行となったことを大変誇り
に思っています。
　J-PARC は、東京大学原子核研究所の計画であっ
た JHP （大型ハドロン計画）をもとに再考され、
1995 年に JHF （Japan Hadron Facility）となり、旧
科学技術庁と旧文部省の省庁再編（2001.1 月の統
合）の象徴プロジェクトという意味合いから建設が
承認されたものです。このプロジェクトの開始時
にも予算担当として深く関与できたことは、懐か
しい思い出となっています。

　高エネルギー物理学研究所に採用と同時に宣誓
したとおり、国家公務員として常に国民全体の奉

事務職（総務・財務）としての思い出
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仕者の立場を意識し公共の利益のために勤務を続
けてきましたが、国の方針により、平成 16 年 3 月
末で私の国家公務員としての身分は消失しました。
法人化等の議論は、平成 8 年に発足した行政改革
会議に端を発していますが、平成11年4月には、「中
央省庁等改革の推進に関する方針」が決定し、大
学共同利用機関等についても、他の独立行政法人
化機関との整合性の観点も踏まえて検討のうえ早
急に結論を得ることとなり、法人化に向けた議論
が学術分科会の特別委員会において行われ、平成
15年7月には、国立大学法人法等関係6法が成立し、
平成 16 年 4 月 1 日、現在の 4 機構が誕生したとこ
ろです。
　当時、大学共同利用機関は 15 機関 18 研究所（国
文学研究資料館、国立歴史民俗博物館、国際日本
文化研究センター、国立民族学博物館、総合地球
環境学研究所、国立情報学研究所、統計数理研究
所、国立極地研究所、国立遺伝学研究所、核融合
科学研究所、国立天文台、岡崎国立共同研究機構
【分子科学研究所、基礎生物学研究所、生理学研究
所】、高エネルギー加速器研究機構【素粒子原子核
研究所、物質構造科学研究所】、宇宙科学研究所、
メディア教育開発センターで、共同利用機関間で
も都内ホテルを会場に独自の勉強会等を実施する
など、組織体制の検討が行われ、事務方としてこ
れら会議開催の調整及び会議準備等に奔走したこ
とは、忘れ得ない思い出です。
　当時の私は庶務係長として、機構の主要会議を
担当する立場にあり、法人発足初日の4月1日（木）
は、様々な法人化による議事の他、役員会という
今までには無い会議体等の開催を実施するなど、
かなりの業務が集中したことで、多忙な時期でし
た。当時、私は煙草を吸っていたのですが、深夜
に帰宅したら、忙しさのあまりか前日から全く吸
わずにいたことに気づき、もしかして、止められ
るかも、と禁煙を意識したところ、見事に成功す
ることが出来たことも、法人化を忘れられない思
い出にしています。公務員であるため国民全体の
奉仕者としては、身を賭して人一倍たばこ税とし
ての納税に努めてきましたが、公務員でなくなっ
たことからたばこ税という奉仕を止めることとし
たと言い訳にしており、自分の禁煙記念日として

います。喫煙による健康被害も問題となっていま
すので、止めることが出来たことは自分にとって
はたいへん嬉しいことで、ある意味、法人化に感
謝しています。
　法人化以降も大学共同利用機関の再編等が議論
されており、第 4 期中期目標期間においては、現
在の 4 機構法人で構成する「連合体」を創設し、
運営の効率化や研究力の強化を図る方針に沿って
現在も検討が行われていますが、今後も KEK とい
う組織が継続することと同時に、管理棟が存在す
ることを切に願うばかりです。

　最後になりますが、KEK のこれまでの輝かしい
研究等功績を継承しつつ、今後、益々の発展を祈
念申し上げ、思い出の一端とさせて頂きます。
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　高エネルギー物理学研究所（略称 KEK）が筑波研究
学園都市の北端部に設立されてから 2021 年で 50 年に
なります。統合による組織変更がありましたが、研究
活動がこの地に始まってから半世紀が経過したことに
なります。2018 年、機構として正式にその記念行事
を行うことが決定され、その記念事業準備委員会委員
長の宇野彰二さんから「記念誌」の編集を仰せつかり
ました。
　KEK が建設・運転する加速器は大型で、そのライフ
サイクルが建設期を含めて 10 年から 15 年になります。
重複する期間を含めて考えると KEK の加速器の世代は
3 から 4 世代目くらいに位置しているのがこの 50 周年
の時期という事になります。その間の歴史がうまくこ
の記念誌に描き出せていれば幸いです。
　記念誌は第一分冊と第二分冊に分かれ、第一分冊は
文章篇、第二分冊は資料篇です。第一分冊に原稿を寄
せてくださった方々には多くの時間をこの件に割いて
いただき、この記念誌が出来上がりました。お礼を申
し上げます。第二分冊の「資料篇」は、KEK 史料室で、
保有する資料を中心に編集しました。限られた時間で
編纂しなければならず、かなり不完全なものになって

しまいました。特に KEK 研究者の発表した論文のリス
トは当初掲載のつもりでしたが、紙面の制限等のこと
もあり、今回は省略せざるを得ませんでした。
　編集には、KEK 史料室の中村優子さんと渡辺杏菜さ
んが多くの時間を割いてくださいました。また、素核
研理論センターの橋本省二先生にお願いして秘書の大
石麻貴子さんのお力もお借りしました。
　始めは余裕ありの感がありましたが、最後の数か月
は記念式典までに間に合わせるため、慌ただしく動く
毎日でした。そのため、間違いなどがあるかと思いま
す。紙の本としての編集はこれで一段落ですが、web
に載せる方は間違いを訂正する方向にいたしますので、
お気づきの方はぜひご一報をお願いいたします。
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