
アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成１９年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 
（ヨルダン）拠点機関： 中東放射光施設（SESAME） 

 
２．研究交流課題名 

（和文）：放射光研究施設SESAMEにおける、アジア・中東・アフリカ一体型放射光科学 
     の確立 
                   （交流分野：放射光科学         ）  
（英文）：Establishment of Synchrotron Radiation Science through SESAME in Asia, the 
    Middle East, and Africa 
                   （交流分野：Synchrotron Radiation     ）  
 研究交流課題に係るホームページ：http://                                         
 
３．開始年度 
  平成１９年度（ １年目） 
 
４．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成１９年 ４月 １日 ～ 平成２０年 ３月３１日 
 
５．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：機構長・鈴木厚人 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：物質構造科学研究所・所長・下村理 
 協力機関：理化学研究所、高輝度光科学研究センター 
 事務組織：総務部国際企画課、総務部人事労務課、財務部主計課、財務部経理課、 
      財務部契約課 
 
相手国（地域）側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 
（１）国（地域）名：ヨルダン 
拠点機関：（英文）SESAME (Synchrotron-light for Experimental Science and 
         Applications in the Middle East)  
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      （和文）中東放射光施設 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） 

Director of SESAME,  TOUKAN, Khaled 
 協力機関：（英文） 
      （和文） 
       
 
 
６．アジア・アフリカ学術基盤形成事業としての全期間を通じた研究交流目標 
SESAME において現時点で最も必要なことは、SESAME 加速器の建設終了後に開始され

る研究を担う中東地域の研究者を養成することであり、放射光科学の最先進国の一つで

ある日本が、有効な貢献を行うことが強く求められている。 

この研究交流では、SESAME の加速器、放射光ビームライン、放射光実験に関して、

将来 SESAME を担う中核的な研究者となるべき若手研究者を養成することを目標とする。

SESAME の加盟国は、中東からアフリカにまたがっており、対象とする研究者は、東は

パキスタンから、西はエジプトまでの、アジア･アフリカ諸国に分散している。具体的

には、(1)中東地域やアフリカ地域の若手研究者を、高エネルギー加速器研究機構と

SPring-8 に招聘し、中期から長期間滞在させ、現実の放射光加速器に即した実地訓練

を行うことで効果的な訓練を行い、また、(2)中東・アフリカ地域においてセミナーを

定期的に開催し、日本側からの講師による講義を行い、この地域の多くの研究者に対す

る適切な訓練を行う、という２つの方法を採用する。 
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７．平成１９年度の研究交流実績の概要 
７－１ 共同研究 

ヨルダンの若手研究者を高エネルギー加速器研究機構および SPring-8 に受け入れ、

実際に放射光ビームを使った考古学に関する研究を行った。また、エジプトからも若手

研究者が高エネルギー加速器研究機構に滞在し、放射光を用いた構造生物学の研究を行

った。 

 

 

７－２ セミナー 

 本アジア・アフリカ基盤形成事業においては、当初計画では平成 19 年 12 月にイラン

において放射光加速器に関するセミナーを開催する予定であった。これを実現すべく、

平成 19 年 6月に開かれた SESAME 理事会の場においてイラン側と情報交換をし、実現に

向けての打ち合わせを行った。しかしながら、このセミナーを企画した時点では想定し

ていなかった、国際連合安全保障理事会によるイランにおけるウラン濃縮計画に関する

制裁措置の影響が非常に大きく、セミナーのような大規模な科学技術交流は非常に困難

であることが判明したため、検討の結果イランでのセミナー開催は断念せざるを得ない

こととなった。 

 
 
７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 平成 19年８月にウィーンのIAEAで開催されたSESAME理事会及び12月にキプロスの

ニコシアで開催された SESAME 理事会に高エネルギー加速器研究機構からそれぞれ 2 名

が出席し、SESAME の状況を把握するとともに、SESAME 側と今後の交流に関する打ち合

わせを行った。また、平成 19 年 11 月にヨルダンにて開かれた、SESAME のユーザーズ・

ミーティングに日本から 1名が出席し、放射光を用いた考古学研究についての講義を行

った。 

 平成20年2月には高エネルギー加速器研究機構から1名がエジプトを訪問し、SESAME

を通じたエジプトとの協力についての打ち合わせを行った。 

 また、平成20年3月に、3名のSESAMEのスタッフ（Prof. Awni Hallak, Prof. Engin Ozdas ,、

Prof. Hamed Tarawneh 氏）が来日し、KEK の放射光、Spring-8 などを訪問し、日本の放

射光科学の現状を具体的に知ることができた。この訪問により、今後の日本と SESAME

の間の協力関係の基礎固めができたと考えられる。 
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８．平成１９年度の研究交流の成果 
（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めてください。） 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

平成 19 年度は、本アジア・アフリカ学術基盤形成事業の初年度であり、年度前半は、

研究交流活動の体制作りを主眼とし、SESAME 理事会に出席し、SESAME 側と入念な打ち

合わせを行うことを主眼とした。この結果、相互理解が進み、年度後半からは、具体的

な研究交流活動が開始できるようになった。まず、SESAME のユーザーズ・ミーティン

グに 1名の講師を送り、放射光の考古学研究における応用に関するレクチャーを行った。

この結果として、ヨルダンから、若手研究者を高エネルギー加速器研究機構および

SPring-8 に受け入れ、実際に放射光ビームを使った研究を行った。また、エジプトか

らも若手研究者が高エネルギー加速器研究機構の滞在し放射光を用いた構造生物学の

研究を行った。 

 平成 19 年度末には、SESAME に所属する研究者３名が来日し、高エネルギー加速器研

究機構およびその他の日本の放射光施設を訪問し、今後の共同研究のあり方について打

ち合わせを行った。 

 また、日本の研究者 1 名がエジプトを訪問し、SESAME を通したエジプトとの交流に

ついての打ち合わせを行った。 

 総じてみれば、研究交流活動について、年度前半は、体制をつくるのに手間取ったが、

年度後半から、軌道に乗り始めたといえる。 

 

 

８－２ 学術面の成果 

 SESAME から来日した２人の若手研究者により、考古学および構造生物学の研究が行わ

れ、これらの研究者が、放射光を用いた研究手法を習得した。学術成果については、今後

の進展をまたなければならない。 
 
 
８－３ 若手研究者養成 

 SESAME のユーザーズ・ミーティングに講師 1 名を送り、また、SESAME 側から、２名

の若手研究者（1 名はヨルダンの若手研究者、もう 1 人はエジプトの若手研究者）が共

同研究のために来日した。ヨルダンからの研究者は、高エネルギー加速器研究機構およ

び SPring-8 において、実際に放射光ビームを使った考古学の研究を行った。また、エ

ジプトからの若手研究者が高エネルギー加速器研究機構の滞在し放射光を用いた構造

生物学の研究を行った。この研究交流活動により、これら２人の SESAME 若手研究者が、

放射光を用いた研究手法を習得することができた。若手研究者養成は、年度後半におい
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て緒についたといえる。 

 

 

８－４ 社会貢献 

日本は既に 2002 年に学術振興会主催、高エネルギー加速器研究機構協催で、ヨルダンの

アンマンにて開催されたアジア学術セミナーを開いた。このアジア学術セミナーは

SESAME のユーザーズ・ミーティグを立ち上げる契機となり、中東地域の科学者の連携を

形成することに多大の貢献をした。同じ学術振興会による事業である本アジア・アフリカ

学術基盤創成事業により、今年を含めて３年間継続的に SESAME に協力を続けることにな

れば、SESAME に対する日本のプレゼンスをさらに高めることになる。 
長期的にみれば、この事業を通して育成される中東および周辺アジア・アフリカ諸国の

優秀な人材は、今後の日本－アジア・アフリカ間の架け橋となる人材であり、これらの人々

を通しての日本－アジア・アフリカの関係強化に大いに貢献することになる。また、

SESAME が成功することは、イスラエル・パレスティナ問題を始めとする、多くの問題を

抱えた中東地域における平和醸成に対する非常に大きな貢献であり、この事業を通して、

日本もこの地域の平和醸成に無視できない貢献をすることになる。 

 

 

８－５ 今後の課題・問題点 

 地理的に離れ、文化的にも大きな違いがある中東地域との交流は、一筋縄ではいかない

難しさがある。今後の着実、地道な努力を通して、困難を乗り越え、この事業の終了時ま

でに、具体的な、基盤形成を行うことが今後の最大の課題である。 
 
 

８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１９年度論文総数   ０ 本 

   うち、相手国参加研究者との共著  ０ 本 

   うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの  ０ 本 

（※ 論文リストを別に添付してください） 
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９．平成１９年度における総交流人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日） 

       派遣先 

派遣元 日本 
イラ

ン 

オー

スト

リア

ヨル

ダン

エジ

プト

キプ

ロス
スイス 

フラン

ス 
合計 

日本 
実施計画  5/35 2/10 1/5     8/50 

実績 0/0 2/8 1/6 1/5 2/13 1(1)/3 1(1)/5 6/40 

イラン 
実施計画 2/104        2/104 

実績 0/0        

オースト

リア 

実施計画          

実績         

ヨルダン 

実施計画 1/90        1/90 

実績 3/40       3/40 

エジプト 

実施計画 1/90        1/90 

実績 1/72       1/72 

トルコ 

実施計画 1/90        1/90 

実績 1/9        1/9 

合計 
実施計画 5/374 5/35 2/10 1/5     13/424

実績 5/121 0/0 2/8 1/6 1/5 2/13 1(1)/3 1(1)/5 11/161

 

※ 各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・人日数を記載してく

ださい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

  ０／０   （人／人日）   ３／１４ （人／人日） 

 

 

 


