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日本原子力研究開発機構（内閣府委託事業）

・福島事故以前は原子力エネルギー利用と放射線利用がほぼ同規模。

・平成２７年度における放射線利用の経済規模は、
（茨城県の大型施設が長期停止したにもかかわらず）
継続的に増加し、福島以前の原子力エネルギー利用規模にまで達している。

2015 年度の我が国における
放射線利用の経済規模

全体 ４兆３，７００億円
工業利用 ２兆２，２００億円
医療・医学利用

１兆９，１００億円
農業利用 ２，４００億円

原子力白書
平成２８年度版
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産業における（ビーム）中性子の適用対象と適用技術
（次世代研究用原子炉検討特別委員会報告書

中性子科学会 平成２４年１２月）
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• 微量元素分析（放射化分析・即発γ線分析）
環境汚染（原油による海洋汚染、大気汚染、酸性雨）
宇宙・地球化学分野（希土類元素、水素等）
半導体・高純度金属中の不純物

• 生物への照射効果
染色体への放射線影響
生物の放射線抵抗性

• 医学利用
がん治療→薬剤開発、動物実験、基礎及び臨床研究

• 原子核研究
核分裂研究
中性子過多短寿命原子核の生成

中性子の重照射ニーズ

第５０回原子力委員会資料第１号より

その他の中性子照射ニーズ



次世代研究用原子炉検討特別委員会報告書
日本中性子科学会（平成２４年１２月）



研究用原子炉
（KUR）

臨界集合体実験装置
（KUCA）

イノベーションリサーチラボ
（FFAG陽子加速器・加速器BNCT）

原子炉実験所の主要3施設

KUR ：1964年6月初臨界： H29 8月29日 再稼働

KUCA：1974年8月初臨界： H29 6月21日 再稼働

イノベーションリサーチラボ：2004年3月竣工



京都大学炉(KUR)・ホットラボと共同利用

KUR

定格出力5MW (1MW)

スイミングプールタンク型

低濃縮新燃料

H38年までの運転決定

（以降未定）

HL

圧気輸送管（放射化分析）

ホットセル（最高185TBq)

照射後機械強度試験

α,β,γ線用セル

超ウラン関連実験

共同利用件数
年間約200件、約3600人日
（KUR稼働時）

新規制基準
対応のため
２基研究炉
運 転 休 止



世界初の本格的スーパーミラー導管設備 (1985)

日本初の中性子導管 (1973)

日本初の冷中性子源
(1987)

世界唯一の極低温照射装置

世界で最高
の治療実績
をもつ
BNCT設備

精密制御照射装置
(SSS)
照射温度・照射量を
精密に制御



世界初の本格的スーパーミラー導管設備 (1985)

日本初の中性子導管 (1973)

日本初の冷中性子源
(1987：現在停止）

世界唯一の極低温照射装置
（停止）

世界で最高
の治療実績
をもつ
BNCT設備

特殊照射装置へ改造

陽電子照射装置へ改造中

汎用小型中性子回折計
へ改造



KUCA（京大臨界実験装置）の共同利用

建屋外観

固体減速炉心

軽水減速炉心

• 1974年初臨界の最大出力100Wの原子炉（熱中性子炉）

• 主として原子炉物理実験（トリウム炉、新型炉開発、臨界安
全、炉物理測定手法開発等）の共同利用、および全国大学
院生実験・韓国学生実験等に用いられてきた

• 2009年から、新規に設置したFFAG加速器からの陽子ビー
ム（最大150MeV）を入射してADS実験を開始した

• 特長

– 炉心構造（中性子スペクトルを含む）を変更可

– 最大熱中性子束 ～108 (n/sec/cm2)
– 各種の検出器等を挿入可

– ビーム状中性子の取り出し

– 付設のDT加速器（発生量～109 (n/sec)） 利用可



北海道大学

東北大学

東京工業大学

武蔵工業大学

名古屋大学

京都大学

大阪大学

神戸大学

九州大学

東海大学

福井大学

KUCA実験教育
の現状：

国内；～120名/年
大学院学生実験
全国11大学（国立9、
私立3）が参加

（京都大学は学部学生
実験あり）

国外；～30名/年
2003年度：韓国学
生実験開始
2006年度：スウェー
デン学生実験開始

国内外の原子力教育への貢献

KUCA

京都大学原子炉実験所

受講者数
4,000名以上

大韓民国

 慶煕大學校

 ソウル大學校

 漢陽大學校

 朝鮮大學校

 濟州大學校

 韓國科學技術院

スウェーデン

 チャルマース工科大学

近畿大学



京都大学研究炉（KUR）臨界集合体実験装置（KUCA）

核セキュリティサミット（ハーグ・ワシントン）日米合意

原子炉施設及びRI・核燃料使用施設

使用済み燃料の
米国引き取り期限
１０年延長による
KUR運転継続の実現

KUCA高濃縮燃料の
米国返送及び燃料
低濃縮化をDOEとの
協力の下に実施

＋サイクロトロン
（大学規模の加速器複合
粒子線源の先導的活用）

＋FFAG陽子加速器
（ADSの実現）

原子力応用研究
放射線・RI利用（BNCT・
物性研究・分析研究等）
広領域の人材育成

原子力エネルギー研究
ADS・炉物理・原子炉安全
（環境・廃炉・材料等）
原子力人材育成

JAEA・海外との連
携による原子力科
学技術への貢献

J-PARC, SPring-8等
との連携による
学術・産業利用・教育
への貢献

原子力科学の関連分野との複合的・協奏的推進：複合原子力科学



複合原子力科学の有効利用に向けた先導的研究の推進 （マスタープラン２０１７）

人類社会の持続的発展には原子力・放射線の利用が必要である。本計画では、研究炉・加速器を用いる共同利
用・共同研究を軸に、複合的な原子力科学の発展と有効利用に向けた先導的研究を推進し、その拠点を形成する。

ハーグ核セキュリティサミットにおいて、京都大学研究用
原子炉(KUR)の使用済み燃料米国返送期限の10年延長
、さらに京都大学臨界集合体実験装置(KUCA)の高濃縮
燃料の米国返送及び燃料低濃縮化に関して、日米で合意
された。これらを受けて、日米の国家間合意実現のための
「KUCA燃料低濃縮化」と使用済み燃料引き取り期限後に
向けたKURの補完・代替としての「サイクロトロンによる加
速器複合粒子線源」の実現を将来に向けた計画の骨格と
した。

１）研究炉・加速器を用いた物性・分析研究の深化：研究炉(KUR/KUCA)・陽子線加速器(FFAG)、電子線形加速
器、Co-60ガンマ線照射施設、X線回折・小角散乱装置、各種微量元素分析装置等の多様な施設・装置を有機的
に利用し、研究者の自由な発想に基づく多様な研究環境を実現する。
２）粒子線やRIを幅広い基礎研究に利用する原子力技術応用研究（BNCT等）：原子炉・加速器施設及びホットラボ
ラトリー・トレーサー施設を利用し、中性子線をはじめとする粒子線や原子炉で生成させたRIの複合的な活用を行
う。特に新規サイクロトロンは、中性子・陽子・陽電子の利用を可能とする複合粒子線源であり、KURの補完・代替
の役割を担い、新規研究分野の開拓を可能ならしめる。
３）原子力エネルギー利用に関する諸問題を解決する原子力研究（ADS等）：研究用原子炉(KUR/KUCA)ばかりで
なく、高エネルギー陽子加速器(FFAG)と原子炉(KUCA)との結合を実現させた世界で唯一のADSを中心として、
使用済み燃料や福島事故問題をはじめとする原子力エネルギーの諸問題に関する基礎研究を行う。核セキュリテ
ィサミットにおいて、京都大学研究用原子炉(KUR)の使用済み燃料米国返送期限の10年延長が実現し、さらに
KUCAの高濃縮燃料の米国返送及び燃料低濃縮化が合意された。



■研究機関・企業の集積

■重点的に取り組む６つのターゲットで
イノベーションを創出

～未来社会の市場を見据え、
強みを有するターゲットに当面資源を集中！～

① 医薬品
② 医療機器
③ 先端医療技術（再生医療等）
④ 先制医療
⑤ バッテリー
⑥ スマートコミュニティ
⇒ 内外の生活革新をもたらすことを期待

関西イノベーション国際戦略総合特区 概要 共同提案：京都府・大阪府・兵庫県・京都市・大阪市・神戸市 1
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■関西が取り組む政策課題
国際競争力向上のための

“イノベーションプラットフォーム”の構築
（実用化・市場づくりを目指したイノベーションを

次々に創出する仕組み）

■国際競争力低下の要因
○開発・市場展開におけるスピード不足
○高い性能・品質。でも、コスト競争に負ける
○多様・複雑な課題に対応できる
ソリューション型ビジネスが開拓できていない

⇒中国・韓国企業等の台頭により、現行の
仕組みを前提とした従来型の日本企業の
がんばりのみに依存することは限界。

⇒産学官によるブレークスルーが不可欠

世界屈指の大学・研究機関、
科学技術基盤の集積

■課題解決に向けた関西での取組み
Ⅰ 研究、開発から実用化への

さらなるスピードアップと、
性能評価等による国際競争力の強化

◆ シーズから事業化までのスピードアップ促進
◆ 高い性能を差別化に結び付けるための

評価基準の確立と規格化、標準化の促進
Ⅱ 多様な産業・技術の最適組み合わせ

による国際競争力の強化
◆ 先端技術分野における産学官連携の取組み
◆ ソリューション型ビジネスの促進とマーケットニーズに応じ
た戦略的な海外展開

Ⅲ イノベーションを下支えする基盤の強化
◆ イノベーションを担う人材の育成・創出等
◆ 産業・物流インフラの充実強化による
イノベーション促進

世界トップクラスのリーディング企業の集積

経済産業省工業統計（H21）
医薬品関連「生産高」から作成

【参考】 医療機器は、
関東に続き、関西が国内２
位

【参考】・世界市場での関西のシェア：
23%

・太陽電池モジュールの
国内シェアは、 関西が78%

■2025年に向けた目標
○関西からの医薬品・医療機器の輸出を増加させ、
世界市場でのシェアを倍増！
(世界の輸入医薬品・医療機器市場：約46.4兆円

2025年現在予測）
○多様な用途、市場拡大により

関西の電池生産額を大幅増！
(リチウムイオン・太陽・燃料電池の世界市場 約33兆円

2025年現在予測）

・医薬品 約1,890億円 ⇒ 7,800億円
・医療機器 約 660億円 ⇒ 2,800億円
・ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池 2,275億円 ⇒ 3兆8,450億円
・太陽電池 2,504億円 ⇒ 1兆1,346億円

○総合特区により、規制改革などを進め、企業や地域単独では
解決できない課題に府県域を超えたオール関西で取り組む
○域内資源を有機的に結び付けるとともに、資源の集中的投入を
実現
○内外に開かれたネットワークにより、知恵と資源を呼び込む

取組みの視点

■日本一の
医薬品関連産業の集積

近畿経済産業局
「平成２２年主要製品生産実績」

経済産業省「平成22年生産動態統計調査」

■圧倒的なリチウムイオン
電池産業の集積

2010年
⇒2025
年



地元・熊取町との
極めて良好な関係の構築

第４次総合計画でも
所長が策定委員会の副委員長として参画



中型中性子源でできること
特に、原子力技術を利用した分野にて

• 大型では実現困難な条件

中型規模の中性子束で研究が完結

中性子イメージング、

ホウ素中性子補足療法（BNCT）、
放射化分析、その他

• 予備的または教育的実験

例 中性子イメージング（燃料電池実験）

学生・院生実習
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（元興寺文化財研究所）

中性子イメージング（中性子ラジオグラフィ）
金属を透過し、水素に敏感



B4実験孔
原子炉から遠く離れた炉室外の独立した実験室

世界初の本格的スーパーミラー導管

Guide tube
Inner Collimator

Collimator
Biological shield

Reactor room

H2O-shutter

Reactor
core Experimental room

Interlock shutter

Li, B-slit

Heavy concrete
shield

H2O

12.6m

7.
1m

2 11 12 131



中小型源でのみ
実施可能！

19

自由で広い空間・移動可能な簡易遮蔽

低中性子強度（低精度）だが、大型炉ではできな
い実験を行う。 → 研究者の自由な発想を生か
す！

JRR-3M TNRF



沸騰二相流用中性子イメージング装置の開発
ボイド率データベース構築

二層流研究は中性子イメージングの重要な応用分野

原子炉廻りで大電力の使用は、原子炉の安全確保上困難

特徴的周辺装置の整備によって他ではできない研究を実施

・平滑管内沸騰流の流動様式観察
・平滑管内沸騰流のボイド率計測
・溝付管内沸騰流の流動様式観察
・溝付管内沸騰流のボイド率観察

（京大炉・斉藤他
神戸大・浅野他
関大・梅川他）



常温水

超臨界水

Run 1 Run 2 Run 5

圧力：25 MPa

1/4インチ

（東北大・塚田他）

中性子ラジオグラフィによる超臨界水熱合成
反応器内の流動・混合状態のin-situ観察

超臨界水を用いた環境調和型技術
（文部科学省HPより）



コンクリートの爆裂に関する研究

– 火災などの急激な高温加熱によって部材
表層部分のコンクリートが飛散・剥離する
現象。断面欠損や鉄筋の露出などによる
部材の耐力低下が大きな問題。

– 高層建物に使用される高強度コンクリート
（組織が緻密）が爆裂に不利。

爆裂後 爆裂前

課題

コンクリート表面から数センチで爆裂が
発生するため、測定器を埋設することが
難しい。

理論値から現象を説明することもできる
が、コンクリートは骨材の影響があるた
め、その通りの現象が起きているとは限
らない。

（東京理科大・兼松他）

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:UA_Flight_175_hits_WTC_south_tower_9-11_edit.jpeg
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:UA_Flight_175_hits_WTC_south_tower_9-11_edit.jpeg


中性子イメージング
大型炉でできないことをやる！（実施への意志とそれを支える文化）

燃料電池研究（神戸大） → 水素利用 → 経験を積んでJRR-3へ
二相流研究（神戸大・関大・京大炉） → 大電力
超臨界水（東北大） → 高温・高圧
人工衛星用推進薬(ヒドラジン)(JAXA) → 毒薬かつ爆薬
コンクリート爆裂実験（東京理科大） → 火気使用
コンクリート中水分挙動（茨城大） → 30日間(!) 連続測定

JRR-3・J-PARCとの協力によるユーザーの誘導（棲み分けと協力）

ユーザーの声：視野は狭いがJRR-3で見える現象はKUR B4で見える
JRR-3では絶対に無理な実験ができる

Dynamic NR of Air-water 
upward two-phase 

flow in a round tube 
recorded at 200fps 
(Kansai Univ.)
過去にはＫＵＲ内部の専門
家から「ＫＵＲでは動画撮影
は絶対無理！」と断定され
ていた。→検出器性能向上



硼素中性子捕捉療法（BNCT）

4

癌細胞破壊の選択性に優れている
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重水中性子照射設備における
BNCT臨床の累計

脳腫瘍に対するBNCT後
の経過



MITR (1959-1961, 
1994-1999) n=42 

BMRR(1951-1961,
1994-1999) n=99

HFR(1997-) n=22

FiR-1(1991-2011) n=314

LVR-15(2000-) n=2

R2-0(2001-2005) n=52

RA-6 (2003-) n=7

KUR n=563 
JRR-4 n=107

THOR (2010-2011) n=34

世界のBNCT研究拠点と実施数
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小児悪性腫瘍

7



Accelerated particle : 
negative hydrogen ion(-H)
Maximum Energy:30MeV
Maximum beam current: 2mA
Maximum power : 60kW

加速器ＢＮＣＴ施設
病院併設用：治験中

総合南東北病院（完成済）
大阪医科大学（H30年完成予定）



中性子放射化分析法（NAA）の特徴

(1) プローブ粒子（中性子）が高い透過性をもつこと．

(2) 軽元素を除く多くの元素が比較的大きな熱中性子捕獲断面積を
もつこと．

(3) 中性子捕獲後の多くの放射性核種がβ-壊変すること．

(4) β-壊変にともなって放出されるγ線（応答シグナル）が高い透過能
をもつこと．

(5) 応答シグナルを高い分解能で解析できること．

全試料分析（bulk analysis）が可能

非破壊分析が可能

多元素同時分析が可能

高確度分析が可能

高感度分析が可能
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小惑星探査機 はやぶさ (MUSES-C)
打ち上げ：2003年5月9日

大気圏突入：2010 年6月13日
地球重力圏外にある天体の固体表面に着陸しての

サンプルリターンに世界で初めて成功

はやぶさカプセル内の微粒子の初期分析の開始について 平成23年1月17日
宇宙航空研究開発機構
初期分析計画の一覧 分析代表者（*）と主要メンバー
海老原 充 * 関本 俊 首都大・理工 京都大・原子炉
中性子放射化分析法（京都大学原子炉実験所研究用原子炉） 元素組成
等、合計８チーム
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短寿命ＲＩを用いたメスバウアー分光研究
中性子および加速器によりＲＩを生成し、メスバウアー分光
の線源として用いる。中性子源と加速器の相補的な利用によ
りほぼすべてのメスバウアー核種の分光研究が可能になり、
幅広い研究対象への応用を行う

メスバウアー測定可能核種（45元素、~100同位体）
元素を特定した“微視的な” 電子状態測定
基礎科学研究（物性物理）
◆高温超伝導発現機構の解明
応用研究
◆室温超伝導の実現（無損失送電、
磁気浮上システム、etc）
◆新機能材料研究
◆生体酵素機能と構造との相関の解明



光の色を変換するプラスチ
ックの新メカニズムを発見

製造したプラスチックが紫外光を受けて発光
蛍光剤の濃度が増加すると紫外光を吸収し
て、青色から緑色の光を放ちます。

放射線により光を放つプラスチックは、素粒子・原子核実験といった基礎科学分野
から福島県での除染作業時での放射線計測など、様々な形状のものが数多く使用
されています。このプラスチック素材を改善し、放射線により生じる光の挙動をよりよ
く理解することで、信頼度の高い放射線・放射能情報を得ることが目的です。

放射線によりプラスチックで
生じる光の伝搬を高純度化

により大幅改善

放射線で発光する高純度化したポリスチレン



中型中性子源の役割を果たすために
京大炉は改名し、新たな一歩を踏み出します

京都大学 原子炉実験所
Research Reactor Institute, Kyoto Univ.

(KURRI)
↓

京都大学 複合原子力科学研究所
Institute for Integrated Radiation and Nuclear Science

(KURNS)
改名予定 平成３０年4月1日

「なぜ改名するのか」
原子力技術を応用した新学問分野創出のために



研究推進形態の進化
原子炉実験所における典型的利用形態

これまでの原子力研究の場合
－実験フィールドの提供－

設立当初は先端的利用設備（実験
フィールド）を共同利用研究者に提
供することが先端研究として成立

複合原子力科学における典型的利用形態
先行事例であるＢＮＣＴの場合

－研究の主導と研究フィールドの提供－
研究内容・研究装置の融合的発展による新分野開拓

原子力科学から複合原子力科学へ

最終的には
すべての研究分野に対して

複合・融合化を実現することで
研究の革新性をもたらし
成果の高度化を行う



現状

「原子炉実験所」

「原子炉」という研究
ツールに依存した名称

４

複合原子力科学研究所
増加し続ける共同利用研究に答え、

複合原子力科学分野の拠点として活動を行うことを示すため。
研究分野の重要性はツール（原子炉・加速器）には依存しない。

長期の研究炉停止があったにも関わらず、
増加傾向にある共同利用研究
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まとめ

原子力技術応用研究分野は、
放射線（粒子線）やRIを利用する広大な分野であり、

関連産業規模も大きい。

中型中性子源（研究炉・加速器）は、
大型施設を補完するものとして、

学術・産業に対して重要な役割を果たしている。

「複合原子力科学」は、多様な学問分野を融合し
新たな研究分野を創出するものとして

学術・科学技術に貢献する。
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