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中性子の産業利用のイノベーション創出に向けたさらなる発展に期待
文部科学省量子放射線研究推進室長原 克彦

中性子利用鉄鋼研究 ―自由闊達なネットワークで鉄鋼の可能性を引出す―
JFEスチル株式会社佐藤 馨
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J-PARCセンター長離任挨拶
前J-PARCセンタ長永宮 正治

J-PARCセンター長就任にあたって
J-PARCセンタ長池田 裕二郎

中性子産業利用推進協議会

活動報告

●2012年度総会および2011年度成果報告会

庄山副会長と森本文部科学省審議官の挨拶
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成果報告会の様子

懇親会における横溝JAEA理事による乾杯

J-PARC/MLFの2012Bにおける課題採択状況

表1

2012Bにおける産業利用採択課題

ビームライン
BL-10
中性子源特性試験装置
「NOBORU」

分類

今川 尊夫

BL-14
低エネルギーチョッパー装置
「AMATERAS」
BL-16
高性能試料水平型中性子
反射率計「SOFIA」

実験責任者 実験責任者所属機関
㈱日立製作所

増井 知美 住友ゴム工業㈱
J-PARC
一般公募

工藤 健二 ㈱豊田中央研究所
鈴木 卓也 ㈱三菱化学科学技術分析センター
増井 知美 住友ゴム工業㈱

BL-17
垂直型中性子反射率計
「SHARAKU」

平野 辰巳 ㈱日立製作所

BL-19
工学材料回折装置「匠」

王
昀 ㈱日立製作所
鈴木 環輝 新日本製鐵㈱

BL-21
全散乱装置「NOVA」

青柳 拓也 ㈱日立製作所

BL-03
茨城県生命物質構造
解析装置「iBIX」

大隅 孝志 アークレイ㈱

茨城県
一般公募
BL-20
材料構造解析装置
「iMATERIA」

BL-02
ダイナミクス解析装置「DNA」
BL-15
小角散乱装置
「大観」
BL-17
垂直型中性子反射率計
「SHARAKU」

柏木 立己
池田 知廣
田島
伸
笹川 哲也
久保渕 啓
塩屋 俊直
桜井 孝至
村田 剛志
中村
仁
佐藤 健児
野崎

味の素㈱
㈱本田技術研究所
㈱豊田中央研究所
㈱東芝
㈱日産アーク
住友化学㈱
住友化学㈱
日立金属㈱
日本重化学工業㈱
㈱本田技術研究所

図1 2012Bにおける採択課題の申請元分類と装置別利用状況

洋 ㈱豊田中央研究所

杉島 明典
佐々木宏和
共用法装置
トライアル 久米 卓志
ユース制度 岡本 泰志
和泉 篤士
宮川
進
丹治 範文
坂根
仁

富士フイルム㈱
古河電工㈱
㈱花王
㈱デンソー
住友ベークライト㈱
㈱デンソー
㈱花王
住重試験検査㈱

図2

J-PARC/MLFにおける2008から2012Bにおける課題採択の推移
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中性子実験装置の紹介
●J-PARC
偏極中性子反射率計「写楽（SHARAKU）」
（BL17）

図1

写楽の概略図と試料環境

図2

Si基板上に成膜したNi単層膜の中性子反射率(+)と
フィッティングによる解析結果

研究トピックス
●J-PARC
中性子準弾性散乱のモデルフリーな解析法の開発とAMATERASにおける水への適用
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図1

AMATERASで測定した室温の水のS(Q,ω)スペクトル

図2

新解析法による室温の水の解析結果 B(Q,Γ)
３つの拡散モード(遅い、中間、速い)の特徴が明確

工学材料回折装置「匠」における集合組織測定システムの開発

図1

図2

オイラークレードル周辺
の構成および配置

4台の中性子回折実験装置で測定された多相複層鋼板内の
φ2=45°
セ ク ション で の マル テ ン サイト の O D F 分 布
((a)RESA-2：角度分散法、(b)「匠」
：飛行時間法、(c)HIPPO：
飛行時間法、
(d)GEM:飛行時間法)
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●JRR-3
高分子の繊維構造（シシケバブ構造）の精密解析

図1 シシケバブ構造の模式図

図2

2次元中性子散乱像

流動場における結晶性高分子の構造形成に関する研究

(a)高分子量標準試料

(b)低分子量標準試料

図１ PP溶融延伸フィルムのSANSおよびSAXSプロフィル
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●茨城県ＢＬ
アイソトープ置換によるLiCoO2の結晶構造

図1

iMATERIAによるLiCoO2と7LiCoO2からの回折パターン
表1

Z-Rietveld解析結果

●トライアルユース制度
磁気デバイス用交換結合膜における界面磁気構造の中性子反射率による解明

図１ 強磁性膜中の磁化ベクトル回転角の膜厚依存性
(Zが0の位置がMnIr界面。破線より界面に近い領域で
回転角が大きく異なっている)
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研 究 会 活 動 報 告
●薄膜・界面研究会
9 月 3 日（月）に研究社英語センター大会議室において、茨城県中
性子利用促進研究会の有機材料開発研究分科会、J-PARC/MLF 利
用者懇談会のソフトマター・反応分科会、および、CROSS 東海と共
催で研究会を開催しました。中性子反射率の基礎の講義に始まり、2

件の応用事例の紹介と，J-PARC/MLF に整備された 2 台の水平型お
よび垂直型反射率計の装置概要と界面の解析事例の紹介がありまし
た。58 名の参加者があり、活発な議論と装置利用に関する意見交
換がありました。

セミナ ー 開 催 報 告
地域産業向けセミナー
●中性子産業応用セミナーin大阪
8 月 8 日（水）に大阪科学技術センター小ホールにおいて、協議会
と茨城県、CROSS 東海が主催し、兵庫県、原子力機構、および、
J-PARC センターが共催し、SPring-8 利用推進協議会とひょうご科
学技術協会が協賛して、「中性子産業応用セミナー in 大阪」を開催し
ました。J-PARCと共用法装置の概要に始まり、茨城県 BL の現状紹
介と、産業利用に適した J-PARCとJRR-3 の実験装置の紹介、さら
には、放射光と中性子を高温超電導線の開発に適用した産業応用事
例の紹介がありました。52 名の出席者があり、活発な議論がありま
した。

出前セミナー
●三井金属鉱業セミナー
7 月 27 日（金）に埼玉県上尾市にある三井金属鉱業㈱総合研究所
において、茨城県ならびに CROSS 東海と共催で「中性子の産業応
用セミナー」を開催しました。中性子の基礎、粉末構造解析、小角散

乱など6 件のテーマで中性子の産業応用について紹介しました。出
席者は 28 名で中性子利用に関して多くの質問がありました。

●住友化学セミナー
8月9日（木）に大阪市にある㈱住友化学有機合成研究所において、
茨城県ならびに CROSS 東海と共催で「中性子の産業応用セミナー」
を開催しました。粉末構造解析、小角散乱、反射率法、非晶質材料
の構造解析、非弾性散乱など9 件のテーマで中性子の産業応用につ
いて紹介しました。出席者は 17 名で中性子利用に関して多くの質問
がありました。

お 知 ら せ
●第4回MLFシンポジウム・茨城県BL平成23年度成果報告会
日時：平成 24 年 10 月 10 日（水）〜11 日（木）
場所：日本科学未来館
J-PARC センター（JAEA/KEK）と茨城県、CROSS 東海が主催し、
中性子産業利用推進協議会や J-PARC/MLF 利用者懇談会などが共
催し、日本中性子科学会や日本機械学会などが協賛して開催します。

従来は MLFシンポジウムと茨城県成果報告会は別々に開催していま
したが、より多くの産業界の皆さまに学術成果から産業応用までの
幅広い成果を聴いていただくために、本年は合同で開催することに
しました。是非多くの会員企業の皆さまにご出席いただき活発な議
論をお願い致します。

●非破壊検査・可視化・分析技術研究会平成24年度第1回研究会
日時：平成 24 年 11 月 9 日（金）13:30 〜17:30
場所：研究社英語センター中会議室
中性子産業利用推進協議会や茨城県、CROSS 東海、J-PARC/MLF
利用者懇談会が共催し、SPring-8 利用推進協議会が協賛して「動き
出した J-PARC パルス中性子による可視化・分析」をテーマに開催し

ます。中性子を用いた可視化・分析技術の動向についての報告のあと、
非破壊検査・可視化・分析技術の最近のトピックスを2 件、J-PARC
における可視化・分析技術の展開について 3 件の講演を予定してい
ます。

●第6回ソフトマター研究会
日時：平成 24 年 12 月 21 日（金）13:00 〜17:30
場所：研究社英語センター大会議室
中性子産業利用推進協議会や茨城県、CROSS 東海、J-PARC/MLF
利用者懇談会が共催し、SPring-8 利用推進協議会が協賛して「高分
子を中心としたソフトマテリアルの構造研究における J-PARC 積極的

有効利用法を探る」をテーマに開催します。中性子を利用した高分
子の構造解析に関する 3 件の話題提供のあと、様々な手法のシンク
ロナイゼーションによる高分子としてのタンパク質の構造解析につい
て議論し、最後に高分子とJ-PARCの関わりに関するパネルディスカッ
ションを行う予定です。

中性子産業利用推進協議会
発行日
発行元
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