
様式１ 

アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２１年度 実施計画書 

 
 
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://www.kek.jp/kokusai/asia_africa/index.html    
 
３．採用年度 
 平成 19 年度（ 3 年度目） 
 
４．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、東京理科大学 
 事務組織：研究協力部国際企画課、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)  

      （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） 
 
 
５．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。 

 
 
６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
 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ることから年度の前半

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

わせを行うこととした。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及び 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

器研究機構に滞在し、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 に所属する若手研究者４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みれば、年度前半は体制を作るのに若干手間取っ

たが、年度後半からは軌道に乗り始めたと言える。 

 拠点機関のネットワーク形成および若手研究者の育成についても、平成 19 年度後半に緒

についたところであり、平成 20 年度から本格的な取り組みが開始できるようになった。 
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 なお本事業の活動ではないが、SESAME の状況を示すために、平成 20 年度には、SESAME

に関して大きな進展がみられたことを報告したい。 

 平成 20 年 11 月 3 日に、SESAME の建屋の完成記念式典が執り行われたことである。この

式典には、ヨルダン王室の科学担当ガージ王子と UNESCO の松浦事務総長が出席し、日本か

らは KEK の下村理事と事務担当者 1 名が出席した。なお、式典に引き続いて開催された

SESAME 理事会から、理事長が Herwig Schopper 氏から Chris Llewellyn-Smith 氏に交代し

た。この完成式典は SESAME にとって大きなマイルストーンであり、SESAME はこれによって

point-of-noreturn を通過したといえる。 

本事業の活動としては、平成 20 年 5 月に KEK スタッフがイランを訪問し、加速器に関す

る講義を行うとともにイラン人研究者と今後の協力の可能性についての打ち合わせを行っ

た。 

平成 20 年 6 月にはスウェーデンのウプサラで開催された SESAME 理事会に KEK スタッフ

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。 

 平成 20 年 11 月にはエジプトのカイロのカイロ大学を会場として１週間の放射光セミナ

ーを開催した。平成 20 年は日本・エジプト科学年にあたり、このセミナーは時宜にかなっ

たものであった。セミナーは講義と実習からなり、約 60名の中東の若手研究者が参加した。

また講義は系統だって組織され、いずれもわかりやすいものであった。中東の研究者がな

かなか参加する機会がない実習を行ったことはこのセミナーの効果を大いに高めることに

なり、参加者から高い評価を受けた。なお、セミナー準備のために平成 19 年度 KEK スタッ

フがカイロ大学を訪問し具体的な相談を行ったが、この事前相談がセミナーの成功に大き

な役割を果たしたことを付記する。 

平成 20 年度はエジプトにおけるセミナー開催に全力を尽くしたため、SESAME との間の共

同研究は平成 20 年 12 月にエジプトの若手研究者を KEK の放射光に２週間招聘したのみで

あった。しかしながら、これはこのプラットフォーム・プロジェクトが停滞していること

を意味するのではなく、セミナーを開催し、より多くの中東の研究者に放射光科学を知っ

てもらうことが現時点で最も有効であると判断した結果であり、セミナーを終えた時点の

結論はこの判断は正しいというものである。なお、この招聘では放射光加速器について、

加速器の設計及び加速器の構成要素（電磁石、電源、真空、高周波装置など）の建設の仕

方について共同研究を行った。SESAME における加速器建設は、今後 4-5 年をかけて行われ

る予定であり、この共同研究によって、SESAME 側の若手研究者が、実際に稼働中の放射光

加速器を観察しながら、加速器の設計と建設について研究を行うことにより、今後の SESAME

における加速器建設に大きな貢献をなしたことになる。 

 平成 21 年 3 月には、SESAME の Scientific Director である、Hafeez Hoorani 氏が KEK

及び SPring-8 を訪問し、今後の SESAME との協力について全体的な打ち合わせを行った。 

 エジプトにおけるセミナーの成功は、本事業による若手研究者の育成と、拠点機関のネ

ットワークの形成にむけて大きな一歩を踏み出したことを意味する。 
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７．平成２１年度研究交流目標 
 平成 21 年度においては、平成 22 年 3 月にトルコにおいて放射光科学に関するセミナー

を行うことを研究交流目標の主眼にしたい。日本側が中東地域に出かけ、放射光科学に関

する系統的な講義を行うことは多くの SESAME 関連の若手研究者に training を施すこと

ができ、非常に有効である。 
このほか２人の若手研究者を1～2ヶ月ほど日本に招聘し trainingを行い、またSESAME

理事会への日本側からの出席と、SESAME 側の senior member の日本招聘を研究者交流

において行うことを目標とする。 
平成 20 年度に大きな進展をみせた、若手研究者の養成および拠点機関のネットワークの

形成については、平成 21 年度においても、SESAME の執行部との緊密な連絡のもとに、

SESAME 側と協調しながら、SESAME 参加国すべてからの参加者があることを目標とし

てセミナーの開催を進めることで、さらなる進展をはかる。 
 
 
８．平成２１年度研究交流計画概要 
８－１ 共同研究 

中東地域と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。 
SESAME には、ユーザ・グループが存在し、SESAME 完成後に行う実験の準備活動を

行っている。また、高エネルギー加速器研究機構の放射光施設 PF は、完成後の SESAME
の放射光加速器とほぼ同等の性能を持ち、SESAME で予定されている放射光利用実験とほ

ぼ同じ実験が実施されている。 
今年度は、SESAME の実験準備をしている中東及びアフリカ地域の若手研究者 2 名を 1

～2 ヶ月間日本に招聘し、共同研究を行うことで将来彼らが行う実験とよく似た実験に参加

させ、実験技術の習得に有効な training を行う。招聘研究者の人選は平成 21 年 7 月にト

ルコのイスタンブールで開かれる SESAME 理事会の機会に決定する。 

 

８－２ セミナー 

 平成 22 年 3 月に、１週間のセミナーをトルコにて行う。トルコは、SESAME 加盟国の中に

おける強国であり、また、もっとも積極的に SESAME に取り組んでいる国である。このセミ

ナーは、平成 20 年度にエジプトで行ったセミナーと同じように、放射光科学の全般につい

ての講義と実習からなる。セミナーの出席者がこのセミナーに出席することで、放射光科

学の全般についての基礎的な知識を習得でき、また特定の分野についてはさらにデータ解

析技術を習得できることをねらう。会場はトルコのイスタンブールにあるサバンチ大学を

第一候補として、現在検討中である。 
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８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 平成 21 年 7 月トルコで、また 11 月にヨルダンで開催される SESAME 理事会に各 1名を派

遣し、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う。

また、平成 21 年冬に、SESAME から senior staff を 1 名日本に招聘し、日本の activity を

理解してもらい、今後の協力体制の確立に資する。 
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９．平成２１年度研究交流計画総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流計画 

 

   派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

ヨルダン

<人／人日> 

トルコ 

<人／人日> 

 

<人／人日>

合計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 
 1/5 

10/77 

(13/104）
 

11/82 

(13/104） 

ヨルダン 

<人／人日> 
2/55  (13/91)  

2/55 

(13/91) 

パキスタン 

<人／人日> 
1/45    1/45 

 

<人／人日> 
     

合計 

<人／人日> 
3/100 1/5 

10/77 

(26/195)
 

14/182 

(26/195) 

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流する人数・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。） 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

 

９－２ 国内での交流計画 

0／0<人／人日> 
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１０．平成２１年度研究交流計画状況 

１０－１ 共同研究 

―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－1 研究開始年度 平成 19 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）放射光利用実験 

（英文）Experiments using Synchrotron Radiation 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）下村 理・KEK 物質構造科学研究所・所長 

（英文）Osamu Shimomura, Director, IMSS, KEK 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Javad Rahighi, Van de Graaf Insitute, Senior Researcher, Chair of 

Training Committee of SESAME 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 ヨルダン パキスタン 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 
    

ヨルダン 

<人／人日> 
1/45   1/45 

パキスタン 

<人／人日> 
1/45   1/45 

合計 

<人／人日> 
2/90   2/90 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２１年度の研究

交流活動計画及

び期待される成

果 

 

中東地域と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。 
SESAME には、ユーザ・グループが存在し、SESAME が完成後に行

う実験の準備活動を行っている。また、高エネルギー加速器研究機構の

放射光施設 PF は、完成後の SESAME の放射光加速器とほぼ同等の性能

を持ち、SESAME で予定されている放射光利用実験とほぼ同じ実験が実

施されている。 
今年度は、SESAME の実験準備をしている中東及びアフリカ地域の若

手研究者 2 名を 1～2 ヶ月間日本に招聘し、共同研究を行うことで将来彼

らが行う実験とよく似た実験に参加させ、実験技術の習得に有効な

training を行う。 

このような training を行うことにより、SESAME における実験研究

の中核となる研究者を養成することができ、いずれ、これらの中核的研
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究者が、SESAME における実験を自立的に遂行することが可能となる。

なお、招聘研究者の人選は平成 21 年 7 月に開かれる SESAME 理事会の

機会に決定する。 

日本側参加者数  

13 名 （１３－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ヨルダン）国（地域）側参加者数 

12 名 （１３－２（ヨルダン）国側参加者リストを参照） 

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３（    ）国側参加者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 
―実施するセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S－1 
セミナー名 （和文）日本学術振興会 アジア・アフリカ学術基盤形成事業 

放射光科学に関するセミナー 
（英文） JSPS AA Science Platform Program Seminar on 
Synchrotron Radiation Science 

開催時期 平成 22 年 3 月 15 日 ～ 平成 22 年 3 月 20 日（6 日間） 
開催地（国（地域）名、

都市名、会場名） 
（和文）トルコ・イスタンブール・サバンチ大学(予定) 
（英文）Turkey・Istanbul・Sabanci University 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）下村 理・KEK 物質構造科学研究所・所長 
（英文）Professor Osamu Shimomura, Director, IMSS, KEK 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

Prof. Dr. Zehra Sayers 
Sabanci University, Istanbul, Turkey 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 セミナー開催国(トルコ) 

日本 
<人／人日> 

A. 9/72
B. 
C. 13/104

ヨルダン 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 13/91

その他の中東諸国 

<人／人日> 

A.  
B. 
C. 

合計 
<人／人日> 

A. 9/72
B. 
C. 26/195

 
A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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セミナー開催の目的  平成 22 年 3 月に、１週間のセミナーをトルコにて

行う。トルコは、SESAME 加盟国の中における強国で

あり、また、もっとも積極的に SESAME に取り組んで

いる国である。 

このセミナーは、平成 20 年度にエジプトで行った

セミナーと同じように、放射光科学の全般について

の講義といくつかの特定の分野の実習からなる。講

義のカリキュラムは、放射光科学に関する予備知識

がなくとも理解できるように工夫し、セミナーの出

席者がすべての講義を聴講すれば、放射光科学の全

般についての基礎的な知識を習得できるようにす

る。また特定の分野を数個個選び出し（構造生物、

イメージング、物性物理など）、パソコン上で動く解

析ソフトウエアと模擬的なデータを日本から持参

し、実際にデータ解析を行ってもらうことにより、

データ解析技術を習得してもらうことをねらう。 

会場はトルコのイスタンブールにあるサバンチ大

学を第一候補として、現在検討中である。 
期待される成果  日本から講師がトルコに行き、放射光科学に関す

る系統だったセミナーを開催することにより、多数

の SESAME 関連の若手研究者に放射光科学の基礎

知識を習得させ、さらには特定の分野においてデー

タ解析技術も会得するこができる。このやり方は、

SESAME に関連してアジア・アフリカ地域で学術

基盤を創成する非常に有効かつ効率的な方法であ

る。 
また、このセミナーを開催することにより、将来

SESAME をになうことになる、中東地域の若手研

究者を養成できる。 
また、中東地域の日本のプレゼンスを高め、日・

中東諸国協力関係の強化に貢献することができる。

セミナーの運営組織 日本および SESAME 側からそれぞれ数名の委員

を選出し合同組織委員会をつくり、セミナーのカリ

キュラムなどの必要事項を決定する。 
現地におけるセミナーの実際的な運営は、

SESAME 側が担当する。 
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開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容 外国旅費       金額 280 万円 
   消費税額       金額  14 万円 

合計         金額 294 万円 
（ヨルダン）国（地域）

側 
 

内容 会議費        金額  50 万円 
   研究者派遣旅費    金額 150 万円 

合計         金額 200 万円 
（  ）国（地域）側 
 

内容              金額 
 
 

 
 
１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
 
① 相手国との交流                  

派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日>

ヨルダン

<人／人日>

トルコ 

<人／人日>

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

 1/5 1/5 2/10 

ヨルダン 

<人／人日> 

1/10   1/10 

 

<人／人日> 

    

合計 

<人／人日> 

1/10 1/5 1/5 3/20 

②  国内での交流       0 人／0人日 
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１１．平成２１年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 ６９５,０００ 国内旅費、外国旅費の

合計は、研究交流経費
の５０％以上であるこ
と。 外国旅費 ４,１００,０００

謝金 ０  

備品・消耗品購入費 ０  

その他経費 ０  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

２０５,０００  

計 ５,０００,０００
研究交流経費配分額以
内であること 

委託手数料 ５００,０００

研究交流経費の１０％
を上限とし、必要な額
であること。 
また、消費税額は内額
とする。 

合  計 ５,５００,０００  

 
 
１２．四半期毎の経費使用見込み額及び交流計画 

 

 経費使用見込み額（円） 交流計画人数<人／人日> 

第１四半期 ０ ０／０ 

第２四半期 ３１５,０００ １／５ 

第３四半期 １,４４０,０００ ３／９５ 

第４四半期 ３,２４５,０００ １０／８２ 

合計 ５,０００,０００ １４／１８２ 

 


