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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成２７年６月２９日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

                            大学共同利用機関法人 
                            高エネルギー加速器研究機構 
                                     セ ミ ナ ー 代 表 者 所 属 ・ 部 局  素粒子原子核研究所       

（ふりがな）        はしもと しょうじ 

職・氏 名  教授・橋本 省二                
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ フランス ）とのセミナー（振興会対応機関： ＣＮＲＳ ） 

 

 

2． セミナー名  湯浅年子セミナー                                       

 

 

3． 期   間  平成 ２７年 ５月 ２０日 ～ 平成 ２７年 ５月 ２２日（ ３日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名） 沖縄県国頭郡恩納村、沖縄科学技術大学院大学及びﾘｻﾞﾝｼｰﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ谷茶ﾍﾞｲ  

 

5． 参加者数   日本側      ５６ 名（うち、滞在費等本会負担 ４０名） 
（代表者を含む） 

相手国側    ２４ 名（うち、滞在費等本会負担 ２４名） 
 

その他の国     名 
 

参加者  計 ８０ 名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏    名 所属・部局・職名 

＊幅 淳二 

＊菅原 寛孝 

＊徳宿 克夫  

＊真下 哲郎 

＊増澤 美佳 

＊中條 達也 

＊照沼 信浩 

＊久世 正弘 

＊羽澄 昌史 

＊本田 洋介 

＊小林 隆 

＊三原 智 

＊吉田 光宏 

＊戎崎 俊一 

＊藤井 恵介 

＊原 和彦 

＊原 康二 

＊橋本 道雄 

＊加古 永治 

＊三部 勉 

＊中村 克郎 

＊岡田 勝吾 

＊岡田 安弘 

＊佐伯 学行 

＊山内 正則 

＊中村 智昭 

＊Thiago Bezerra 

＊Emmanuel Chauveau 

＊Daniel Jeans 

＊神谷 好郎 

＊古賀 太一朗 

高エネルギー加速器研究機構・教授 

沖縄科学技術大学院大学・学長特別顧問 

高エネルギー加速器研究機構・教授 

東京大学・准教授 

高エネルギー加速器研究機構・教授 

筑波大学・講師 

高エネルギー加速器研究機構・准教授 

東京工業大学・准教授 

高エネルギー加速器研究機構・教授 

高エネルギー加速器研究機構・助教 

高エネルギー加速器研究機構・教授 

高エネルギー加速器研究機構・教授 

高エネルギー加速器研究機構・准教授 

理化学研究所・主任研究員 

高エネルギー加速器研究機構・准教授 

筑波大学・准教授 

高エネルギー加速器研究機構・助教 

中部大学・准教授 

高エネルギー加速器研究機構・教授 

高エネルギー加速器研究機構・准教授 

高エネルギー加速器研究機構・助教 

高エネルギー加速器研究機構・研究員 

高エネルギー加速器研究機構・理事 

高エネルギー加速器研究機構・准教授 

高エネルギー加速器研究機構・機構長 

高エネルギー加速器研究機構・講師 

東北大学・研究員 

東北大学・研究員 

東京大学・研究員 

東京大学・助教 

東京大学・大学院生（博士課程（D1）） 
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＊Jonathan Dorfan 

＊Neil Calder 

＊森田 洋平 

＊東 憲男 

＊新竹 積 

＊Fadel Samatey 

＊新井 康夫 

＊吉岡 正和 

沖縄科学技術大学院大学・学長 

沖縄科学技術大学院大学・副学長 

沖縄科学技術大学院大学・准副学長 

沖縄科学技術大学院大学・客員教授 

沖縄科学技術大学院大学・教授 

沖縄科学技術大学院大学・准教授 

高エネルギー加速器研究機構・教授 

高エネルギー加速器研究機構・名誉教授 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名  国立核物理素粒子物理研究所 線形加速器研究所・加速器研究部門長・       

            Philip Bambade                              

 

(3) 相手国参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏   名 所属・職名 

Guy Wormser 

Sebastien Incerti 

Francois Le Diberder 

Christophe de la Taille  

Ursula Bassler  

Anatael Cabrera  

Frederic Kapusta  

Roman Poeschl 

Jean-Claude Brient 

Guillaume Batigne 

Marc Besancon 

Sara Bolognesi 

Philip Codognet 

Paul Colas 

Perre-Galix Denis 

Anne-Isabelle Etienvre 

Jacques Martino 

Laurence Mathy-Montalescot  

Oliver Napoly 

Steve Pannetier 

Petroff Pierre 

David Sarranmia 

Emi Kou 

IN2P3/LAL・主任研究員 

IN2P3/CENBG・主任研究員 

IN2P3/LAL・教授 

IN2P3/OMEGA・技師 

IN2P3・主任研究員 

IN2P3/APC・研究員 

IN2P3/LPNHE・研究員 

IN2P3/LAL・主任研究員 

IN2P3/LLR・主任研究員 

IN2P3/Subatech・主任研究員 

CEA-Saclay・主任研究員 

CEA-Saclay・主任研究員 

CNRS・主任研究員 

CEA-Saclay・主任研究員 

IN2P3・教授 

CEA-Saclay・主任研究員 

IN2P3・主任研究員 

IN2P3・主任研究員 

CEA・教授 

IN2P3・主任研究員 

IN2P3/LAL・主任研究員 

LPC・主任研究員 

IN2P3・主任研究員 

 

(4) 日本または相手国以外の国の参加者 

  該当なし 



                                       

- 5 - 

7．セミナー概要（セミナーの目的・実施状況・成果等を簡潔に記載してください。） 

標準理論(Standard Model）の僅かな綻びを探る実験においては、いずれも実験精度の飛躍的な向上が不可

欠であり、革新的な加速器技術・測定器技術・解析手法が鍵となる。研究目標達成には、ハイリスクな技術

課題に対する挑戦と多様な研究アプローチの精査に基づく戦略的研究課題の設定と研究計画の策定が求めら

れる。本セミナーでは、BSM（Beyond the Standard Model）探索にチャレンジする日仏の研究者が今後の研

究戦略を議論した。また、研究の中心となる若手研究者の場ともなるよう、ポスターセッションによる発表

も行った。さらに沖縄科学技術大学院大学(OIST)研究者との交流を推進する為、ポスターセッションの際に

合同ティーブレイクや合同セミナーセッションを企画した。若手研究者は異分野(OIST)研究者とのこうした

交流を通じて、研究スタイルへの刺激や新しい研究へのヒントによって想定外の効果を得た。 

本セミナーでは技術的課題を中心に講演のテーマを抽出した。共同研究には、（１）互いの得意分野を活か

した相補的な協力、（２）同一の研究課題に双方の研究資源を投入する共同研究、（３）互いの研究インフラ

の相互利用等様々な形態があるので、研究戦略策定に当たっては、どのような研究協力が有効であるか、研

究実績・研究動向・研究資源を踏まえた総合的な検討が必要であり、本セミナーではこのための議論の場を

提供するにあたり、昨年度の共同研究の成果についてまず概要を報告した。その後それを踏まえた新年度以

降の共同研究計画を提案し、会議参加者の質疑をきっかけとした議論を行い、計画のさらなる展開の可能性

が広がることを期待した。また、本セミナーによって、革新的な加速器技術・測定器技術・解析手法に関す

る提案が行われることも期待した。 

BSM 探索実験に必要な基礎研究は広範にわたるが、対象を絞り、日仏協力の実績があり、かつ日仏共同研

究が重要な役割を果たす課題を重点的に推進した。本セミナーでは以下の分野を取り上げた。 

（１） BSM 探索実験を支える次世代加速器のための基礎開発：超伝導加速・超微細ビーム制御・航跡場加

速などの新奇加速技術等。 

（２） 加速器の応用に関わる開発：レーザーコンプトン散乱による量子ビーム発生装置・小型加速器によ

るリソグラフィ EUV 光源等。 

（３） BSM 探索実験を支える測定器・計算機技術次世代光センサー・ピクセルセンサー・高機能 ASIC・

次世代計算機とシミュレーション等。 

（４） BSM 探索につながる実験：LHC 実験・ILC 実験・ミューオン実験・ニュートリノ実験・高エネルギ

ー重イオン衝突実験等。 

共同研究が進行中であり、本セミナーの交流目的は以上の新展開がどのように可能になるかを評価するこ

とであった。 

セミナーは以下のスケジュールで行った。 

1 日目：セミナー、バンケット 

2 日目：セミナー、OIST合同セッション 

3 日目：日仏合同運営委員会 

日本側参加者は全員が日本の大学若しくは研究機関に所属し、またフランス側参加者も同様に全員がフラ
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ンス側の研究機関に所属する研究者であった。参加人数は、１日目が日仏の研究機関若しくは大学に所属す

る、両国間で共同研究を行っている研究者７２名、２日目が、１日目の参加者に加えて、OIST所属の研究者

も参加した為、合計８０名になった。３日目の日仏合同運営委員会においては、両国の委員３０名の参加が

あった。 

 

 

 


