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高エネルギー加速器研究機構
KEKについて
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高エネルギー加速器研究機構について

『加速器』を用いて
基礎科学を推進

宇宙・物質・生命の謎を解き明かす
日本最大級の加速器科学の研究機関
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高エネルギー加速器研究機構について

大学共同利用機関法人とは
◆ 個々の大学では維持が難しい大規模な施設等を集約して設置し、

研究者の共同利用に供するために設立された法人



4

高エネルギー加速器研究機構について

1971年4月
高エネルギー物理学研究所 設立

2021年
KEK50周年
2021年
KEK50周年

1977年
陽子加速器による
共同利用実験開始

1997年4月
高エネルギー加速器研究機構 発足

2006年
*J-PARCセンター 設置

2004年4月
大学共同利用機関法人
高エネルギー加速器研究機構 発足

*日本原子力研究開発機構（JAEA)と共同運営

2008年
小林誠特別栄誉教授
ノーベル物理学賞受賞

1987年
トリスタンの
共同利用実験開始

1999年
Belle実験開始

2010年 Belle実験終了
2011年 SuperKEKB

建設開始

2016年 SuperKEKB試運転
2018年 SuperKEKB／BelleⅡ

運転開始
電子・陽電子が初衝突

2020年 SuperKEKB加速器
ルミノシティが
世界記録を更新

大学共同利用研究所
第一号
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高エネルギー加速器研究機構について

KEKの組織

技術部門

事務組織
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高エネルギー加速器研究機構について

秋葉原 つくば KEK

つくばエクスプレス
快速45分

路線バス
約25分
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高エネルギー加速器研究機構について

◆ つくばキャンパス
筑波山

KEKつくばキャンパス
敷地面積：1.53㎢

≪参考≫
東京ドーム 0.047 ㎢

…約33個分
東京ディズニーランド

0.51㎢
東京ディズニーシー

0.49㎢

南北方向：約２㎞
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高エネルギー加速器研究機構について

B ファクトリー
・SuperKEKB加速器
・BelleⅡ測定器

電子・陽電子ビームを１カ所の交差点で衝突させ、
素粒子反応を観察
*Belle II 実験グループ

世界26の国と地域から、119の大学・研究所に
所属する約1000人の物理学者・技術者が参加

2020年6月15日

◆ つくばキャンパス
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高エネルギー加速器研究機構について

フォトンファクトリー
「放射光」を用いて
あらゆる物質をナノスケールで解析

物性物理、化学、生物学、医学、
材料工学など広い分野の研究者が利用

（年間約4,000人受入）

約40の実験ステーション

◆ つくばキャンパス
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高エネルギー加速器研究機構について

◆ 東海キャンパス
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高エネルギー加速器研究機構について

J-PARC 大強度陽子加速器施設

日本原子力研究機構（JAEA）との共同運営
ほぼ光速まで加速した大強度陽子ビームから
多彩な二次粒子ビームを作り出し、
多種多様な実験を推進

引用： http://t2k-experiment.org/ja/

T2K実験
（Tokai to Kamioka）

J-PARCで生成したニュートリノを
295㎞離れたスーパーカミオカンデに
打ち込み、ニュートリノの謎を解明

ハドロン実験
素粒子標準理論を超える物理
の探索やクォークの世界を
支配する強い力の性質解明

3 段階の加速器で
光の速さの99.95%まで
陽子を加速

◆ 東海キャンパス
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高エネルギー加速器研究機構について

物質・生命科学実験施設
ミュオン、中性子ビームを用いて
あらゆる物質をナノスケールで解析

J-PARC 大強度陽子加速器施設

日本原子力研究機構（JAEA）との共同運営
ほぼ光速まで加速した大強度陽子ビームから
多彩な二次粒子ビームを作り出し、
多種多様な実験を推進

◆ 東海キャンパス
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高エネルギー加速器研究機構について

研究トピック
非破壊分析

文化財研究への利用

小惑星リュウグウ 試料初期分析
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◆2008 年ノーベル物理学賞
小林誠博士、益川敏英博士

「小林・益川理論」

→ Belle実験で理論の実験的証明
（2001 年）

高エネルギー加速器研究機構について

KEKとノーベル賞
◆2009 年ノーベル化学賞

アダ・ヨナット博士
「リボソームの構造解明」

→フォトンファクトリーでリボソームの研究

◆2015 年ノーベル物理学賞
梶田隆章博士

「ニュートリノ振動の発見」

→K２K実験（T2K実験の前身）で人工ニュートリノ
を生成し、ニュートリノ振動をさらに詳しく測定小林誠博士
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高エネルギー加速器研究機構について

これからの研究計画
◎国際リニアコライダー（ILC)計画

全長20キロメートルの
将来型電子・陽電子衝突加速器

★KEKで加速器本体の開発研究
★日本が建設の有力候補地

◎ハイパーカミオカンデ計画
スーパーカミオカンデの約10倍

★KEKは、ニュートリノビームの増強、
前置検出器の整備を担当
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高エネルギー加速器研究機構について

国際交流
世界約45 の国と地域から
約2,000 名の研究者が来訪
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広報活動
・常設展示 ／ 見学受入
・一般公開
・KEKキャラバン
・サマーチャレンジ
・理系女子キャンプ など

高エネルギー加速器研究機構について

人材育成・広報活動
大学院生の受入・教育
・総合研究大学院大学

高エネルギー加速器科学研究科
・連携大学院制度（東京大学、東北大学など）

国立科学博物館（上野）▶
企画展 7/13～10/3

https://www.kahaku.go.jp/event/2021/07accelerator/



18

KEK事務職員について
KEKの事務組織、事務職員の仕事について紹介します
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…

高エネ機構
機構長・役員

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

J-PARCセンター

広報室

オープンイノベーション推進部

安全衛生推進室

監査室

管理局

教員

技術

事務

定年制
職員数
約630名

※事務系職員には施設系技術職員も含む
◆定年制職員 人数比

法人の下に「管理局」を設置、
事務組織を一元化
→ KEK創設以来の特徴

KEK事務職員について
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KEK事務職員について

管理局

広報室

安全衛生推進室

監査室 オープンイノベーション
推進部

知的財産・連携推進室

総務部

総務課

人事労務課

福利厚生室

情報基盤管理課

財務部

主計課

決算室

契約課

東海契約室

経理課

＊2～3年ごとに人事異動 様々な業務を経験

東海管理課
総務、共同利用者対応
安全担当、広報担当

施設部

施設企画課
資産マネジメント室

整備管理課
※施設系技術職員のみ配置

研究協力部

研究協力課
外部資金室

国際企画課
国際プロジェクト
推進室

共同利用支援室
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KEK事務職員について

【総務課】
運営会議開催、事業評価

【人事労務課】
職員採用、労務管理

◆事務組織と研究所・研究施設の関わり（一例） 【主計課】機構内予算配分

【経理課】職員の旅費支給

【契約課】物品の購入・調達

【研究協力課】
研究協定締結、外部資金・研究助成申請
外部ユーザー・大学院学生の受入

【国際企画課】
海外機関との協定締結・交流

【施設企画課】施設・資産マネジメント

【整備管理課】施設設備保全、工事

研究所
研究施設

【広報室】プレスリリース発表

【安全衛生推進室】安全巡視点検
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KEK事務職員のキャリアパス

係員
（一般職員）

主任 係長 副課長
課長
室長

部長

管理職

◆KEKの研修制度
・階層別研修

…初任者研修、主任研修、係長研修等
・知識・スキル向上の研修

…英語、簿記、その他職能別研修

◆メンター制度
先輩職員が1年間指導・相談役
→ 早期に職場に馴染めるようサポート

採用
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KEK事務職員の特色

【特色1】若手職員にも責任ある仕事が任せられます
【特色2】研究者との距離が近く、相互に信頼関係の下で仕事をすすめています

■ 海外での長期研修や出張、文科省での研修、他機関出向の機会あり

女性事務職員
育児休業取得率：100％

→ 全員が職場復帰

男性職員の
育児休業・休暇
取得実績あり

【海外派遣】
スイス ：欧州合同原子核機関（CERN）
アメリカ：SLAC国立加速器研究所

■ 女性職員も多数在籍
★結婚・出産後も働きやすい職場環境です

【人事交流】
茨城大学、自然科学研究機構など
計7法人と人事交流中
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勤務条件・福利厚生

◆ 勤務時間 1日7時間45分 昼休み12：00～13：00

つくば：8:30 ～ 17:15 ※標準勤務時間

東 海：9:00 ～ 17:45 ※勤務時間変更制度あり

◆ 休日・休暇
・土曜日、日曜日、祝日及び年末年始

・年次有給休暇 ：1年（暦年）で20日付与
※4月1日採用の場合、年末までに15日

・特別休暇(有給)：育児休暇、介護休暇、
リフレッシュ休暇（年3日）等

◆ 休業 育児休業、介護休業 等
※採用日から6ヶ月経過後から取得可

【給与・待遇】 ※国家公務員に準拠

◆ 初任給 ※経験年数により加算

大卒211,352円～（定額調整手当を含む）

◆ 諸手当
住居・通勤・扶養手当、期末・勤勉手当 ほか

◆ 保険等
文部科学省共済組合（健康保険）
厚生年金、雇用保険、労災保険
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勤務条件・福利厚生

◆福利厚生施設
・食堂
・コンビニ
・喫茶室
・理容室
・運動施設 など

◆レクリエーション
・駅伝大会
・バドミントン大会
・フットサル大会
・芸術祭 など

※令和2年度は実施なし
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勤務条件・福利厚生

つくばキャンパス
・つくば駅周辺に世帯宿舎、単身宿舎

東海キャンパス
・アパート借上げ制度あり

※つくばー東海間は業務連絡バスが運行
（平日1日5往復）

つくば駅

世帯宿舎

単身宿舎
徒歩2～3分

徒歩10～15分

ＫＥＫ方面
（9～10km）

◆宿舎
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令和3年度KEK事務職員
採用試験について
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令和３年度第二次試験詳細・受付方法

受付期間：
7/21（水）

～7/29（木）17：00

申込方法：メール受付

※先着順で受付します。
希望の日時がある場合は、お早めに
お申込み下さい。

※受付方法詳細は、機構HPをご覧ください

一次面接申込

日時：8/3（火）、8/4（水）のいずれか１日
＜予備日＞ 8/5（木）午後

会場：オンライン実施（zoom利用予定）

※面接日時は、7/30（金）までに通知予定

一次面接

日時：8/18（水）以降を予定
（一次面接合格者に個別連絡）

会場：KEKつくばキャンパス

二次面接
・新卒

令和４年４月１日

・既卒
採用日応相談

内定

第二次試験詳細、
申込方法はコチラ→
https://www.kek.jp/ja/jobs/20210301-3/
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Q&A
よくある質問やこれまでのWeb説明会で
質問のあった事項をまとめました
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Q&A KEKについて

Q：加速器って何ですか？

A：「加速器」は、一言でいうと電子などの粒子を
光の速さ近くまで加速し、宇宙ができて間もない
状態を再現する大型実験装置です。

KEKつくばキャンパスには一周3kmの円形加速器（SuperKEKB）、
KEK東海キャンパスには一周1.6kmの円形加速器（メインリング）
などが設置されています 。
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Q&A KEKについて

Q：大学共同利用機関と大学はどこが違うのですか？

A：「大学共同利用機関」とは、個々の大学では
維持が難しい大型設備を、国内外の研究者が
共同で利用できるよう設置された研究機関です。

大学のように学部学生は在籍していませんが、
大学院教育にも協力しており、次世代の人材
育成に貢献しています。
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Q&A KEKの職場環境について

Q：大学での専門性は問われますか？
物理が苦手ですが、仕事に支障はありますか？

A：事務職では、物理や理系の知識が業務に必須ではありませんので、
心配しなくて大丈夫です。
文系出身の職員も多く勤務しており、これまで縁がなくても仕事を
きっかけに、興味・関心が広がることもあります。

もちろん、物理の知識を持っている方であれば、
研究者や技術者とより円滑に業務を進めること
ができ、その知識を活かすことができます。

参考）採用者の専攻分野
（過去5年度）
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Q&A KEKの職場環境について

Q：英語ができなくても、大丈夫でしょうか？

A：一部の部署を除いて、日常的に支障となることはありませんので、
ご安心ください。
一方で、KEKは海外からの研究者を受け入れたり、諸外国の研究機関
と連携して研究活動をおこなっていますので、業務上、英文メールや
英会話が必要となる機会もあります。
機構内では英語研修の実施や海外出張の機会もありますので、
ぜひ苦手意識を克服し、積極的に習得する意識を持ってください！
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Q&A KEKの職場環境について

Q：なにか専門知識や資格などはあったほうがよいでしょうか？
A：専門知識や資格はなくても問題ありません。

財務系では簿記の知識があるとよりよいですが、研修に参加して、
資格取得いただくことも可能です。

Q：KEKの特徴的な業務や部署はありますか？
A：つくば・東海ともに、共同利用者（ユーザー）の受け入れや宿泊施設の

予約・管理、KEKの施設で実施する研究課題採択事務を専門におこなう
部署を設置しています。
また、東海キャンパスでは、日本原子力研究開発機構（JAEA)の職員と
共同で業務をおこなう部署もあります。



35

Q&A KEKの職場環境について

Q：東京から通勤することはできますか？ 宿舎は借りられますか？

A：秋葉原からつくばまでは、つくばエクスプレス・快速で45分ですので、
関東近県から東京に通勤する場合と変わりません。
また、つくば駅からKEKまではバスが運行しています。

宿舎はつくば駅から徒歩5～15分圏内に、単身／世帯用があり、
KEKまでの移動手段は主にバスか自家用車です。
最近は自転車通勤をする職員も増えています。
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Q&A KEKの職場環境について

Q：つくば⇒東海といった人事異動もありますか？

A：２～3年ごとに人事異動を実施していますので、異動の一環として
東海勤務となる可能性も十分にあります。

東海転勤となった場合、民間アパート借上げ制度の利用が可能です。
異動により転居する場合は、転居費用も一部補助があります。

また、つくばー東海間は、業務連絡バスを運行していますので、
連絡バスで通勤している職員も多くいます。

（つくばー東海間は高速道路を利用して約1時間30分です）
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Q&A KEK事務職員採用について

Q：新卒・中途（既卒）の採用割合はどのくらいですか？
また、採用時期は4月のみですか？

A：新卒・中途（既卒）の採用は同じくらいの採用数です。
新卒か中途（既卒）かによって、 有利不利はありません。

採用時期は、新卒の方は4月、中途（既卒）の方は応相談とし、
年度途中の採用となる場合があります。
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高エネルギー加速器研究機構について

さらに詳しい情報はKEK HPをご覧ください
☞「KEK」「高エネ研」で検索

機構HP
https://www.kek.jp/ja/index.html

You Tube
KEKチャンネル
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▼ 事務職員採用に関するお問い合わせ

高エネルギー加速器研究機構
総務部人事労務課人事第二係

TEL  ☎ : 029-864-5117
Mail :  jinji2@ml.post.kek.jp


