
安全・安心を未来に繋ぐ
小型中性子源RANS・RANS-Ⅱ

Compact neutron source RANS/RANS-Ⅱ for safe and secure society

－ ものづくり・インフラ産業で使える中性子へ －
“Neutron” as a useful tool in manufacturing and infrastructure industry

平成３０年度 理研シンポジウム
RIKEN Symposium 2018

日　時 ： ２０１９年２月２０日（水） ９：３０～１７：３５（受付開始 ８：４５）
場　所 ： 理化学研究所 鈴木梅太郎ホール（埼玉県和光市広沢２-１）
見学会 ： 小型中性子源システムRANSおよび可搬型プロトタイプRANS-Ⅱをご覧いただけます。
参加費 ： 無料（事前にお申し込みが必要です。）
申込み ： http://rans.riken.jp/sympo2018/  または裏面の申込用紙でお申し込みください。

要　旨 ： 理研小型中性子源システムRANSは、ものづくり・インフラ産業において材料の開発や高い品質を
担うツールとして認識されつつあります。さらに、ものづくり現場への導入かつ車載可能な中性子源の
プロトタイプRANS-Ⅱの完成が目前となり、小型中性子源をものづくり現場あるいはインフラ診断に
本格的に活用を進めるべき段階に入りました。本年度からは（公社）日本コンクリート工学会「中性子線を
用いたコンクリートの検査・診断に関するFS委員会」の活動を開始し、中性子線によるインフラの
現場診断実現に向けた第一歩を踏み出しました。
本シンポジウムは、小型中性子源と中性子測定の特徴を深く理解し、今後の各分野の新たな課題
解決を議論する場として開催します。幅広い分野の人的ネットワーク形成に期待し、超小型中性子源
RANS-Ⅱで新たに広がる中性子線利用の可能性についても検討します。

主　催 ： 国立研究開発法人理化学研究所 光量子工学研究センター（RAP）
共　催 ： 東京工業大学科学技術創成研究院先導原子力研究所
後　援 ： J-PARCセンター（JAEA/KEK）、国立研究開発法人土木研究所、
　　　　公益社団法人日本コンクリート工学会

Date & Time schedule: 9:30 am to 5:35 pm, February 20, 2019 (Registration desk is open at 8:45 am.)
Symposium venue: Suzuki Umetaro Hall in Wako, RIKEN
Technical tour: RANS & RANS-II tour is available. It will be a great opportunity for you. 
URL: http://rans.riken.jp/sympo2018/
No registration fee is required, but register is needed through website or by fax.

Sponsor: RIKEN Center for Advanced Photonics (RAP)
Partners: Laboratory for Advanced Nuclear Energy, Tokyo Institute of Technology
Supporters: Japan Proton Accelerator Research Complex, J-PARC (JAEA/KEK)
                     Public Works Research Institute (PWRI), Japan Concrete Institute (JCI)

土木学会認定CPD
プログラム 6.7単位
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懇親会（4,000円）必要　 ・　 不要 参加　・　不参加

安全・安心を未来に繋ぐ小型中性子源RANS・RANS-Ⅱ
平成３０年度 理研シンポジウム

お名前 （ふりがな）

ご所属

ご住所

TEL

E-mail

昼食（600円）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

申込用紙 FAX 048-467-9649

9：30～9：40

9：40～10：40

Opening　　緑川克美（理研 光量子工学研究センター長）
　　　　　　 文科省 科学技術・学術政策局研究開発基盤課 量子研究推進室長

10：40～10：55 休憩, Coffee break

12：10～13：10 昼食, Lunch

・ 理研小型中性子源システムRANS， RANS-Ⅱ， 普及へ向けた展開
RIKEN Accelerator-driven compact Neutron Source, RANS, RANS-Ⅱ, further development
　　大竹淑恵（理研中性子ビーム技術開発チーム）, Yoshie Otake (RIKEN)
・ 高速道路橋の保全
Conservation of expressway bridges
　　上東　泰（中日本高速道路株式会社）, Yasushi Kawahigashi (NEXCO Central Ltd.)

10：55～12：10

・ 小型中性子源RANS-Ⅱ用RFQ線形加速器の開発
Development of RFQ linear accelerator for compact neutron source RANS-Ⅱ
　　池田翔太（東京工業大学）, Shota Ikeda (Tokyo Institute of Technology)
・ 可搬型中性子源プロトタイプRANS-Ⅱの開発
Development of transportable neutron source prototype RANS-Ⅱ
　　小林知洋（理研中性子ビームﾑ技術開発チーム）, Tomohiro Kobayashi (RIKEN)
・ In the footsteps of RANS: the LvB compact neutron source project for industrial applications in Hungary
　Ferenc Mezei （Mirrotron Ltd., Hungary）

14：40～16：00

・ 小型中性子源の屋外利用に向けたコンクリート内塩分濃度分布の非破壊測定手法開発
Development of nondestructive testing method for salt distribution in concrete toward on-site use with a 
compact neutron source
　　若林泰生（理研中性子ビーム技術開発チーム）, Yasuo Wakabayashi (RIKEN)
・ コンクリート単位水量の測定におけるラジオアイソトープ中性子水分計の実装
Application of radio isotope moisture meter to water content monitoring of concrete
　　瀬古繁喜（愛知工業大学）, Shigeki Seko (Aichi Institute of Technology)
・ 理研RANSにおける冷中性子源開発と集光型小角散乱の試み
Development of cold neutron source for RANS and trial of focusing small angle neutron scattering
　　山形　豊（理研先端光学素子開発チーム）, Yutaka Yamagata (RIKEN)
・ RANSで探る塑性加工のミクロとマクロ
Multiscale approach to metal forming research enhanced by RANS
　　高村正人（理研中性子ビーム技術開発チーム）, Masato Takamura (RIKEN)

16：15～17：30

・ 放医研中性子発生用加速器システムの現状
Neutron field characteristics of accelerator-based neutron source in NIRS/QST
　　小川原亮（放射線医学総合研究所）, Ryo Ogawara (NIRS/QST)
・ 道路橋の維持管理の動向と新技術の活用
Recent topics on maintenance of highway bridges and practical use of new technologies
　　石田雅博（土木研究所）, Masahiro Ishida (Public Works Research Institute)
・ J-PARC MLFの現状と小型中性子源との連携
Current status of J-PARC MLF and cooperation with compact neutron source
　　金谷利治（J-PARC）, Toshiharu Kanaya (J-PARC)

time Content

13：10～14：40 RANS， RANS-Ⅱ見学会, RANS, RANS-Ⅱ tour　　ポスターセッション, Poster session

16：00～16：15 休憩, Coffee break

17：30～17：35 Closing　　理研 理事

18：00～20：00 懇談会, Get-together


