
拠点大学交流事業 
平成２０年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 大 学 ： 高エネルギー加速器研究機構 

中 国 側 拠 点 大 学 ： 高能物理研究所 

韓 国 側 拠 点 大 学 ： 浦項工科大学付属加速器研究所 

イ ン ド 側 拠 点 大 学： ラジャ・ラマンナ先端技術センター 

 
２．研究交流課題名 

（和文）：電子加速器における加速器、高エネルギー物理学と放射光科学の研究  
                   （交流分野： 加速器科学        ）  
（英文）：Study on Accelerators, Elementary Particle Physics and Synchrotron Radiation 

Science in Electron Accelerators （交流分野： Accelerator Science    ）  
 研究交流課題に係るホームページ：http:// www.kek.jp/kokusai/china_japan/index.html                 
 
３．開始年度 
平成 12 年度（ 9 年目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点大学：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）：加速器研究施設・教授・黒 川  眞 一 
 協力大学：東北大学・大学院理学研究科・多元物質科学研究所、茨城大学・工学部、東

京大学・大学院理学系研究科・素粒子物理国際研究センター・物性研究所、

東京農工大学・工学部、首都大学東京・大学院理学研究科、早稲田大学・理

工学部、総合研究大学院大学・教育研究交流センター、新潟大学・大学院自

然科学研究科、名古屋大学・大学院理学研究科・大学院工学研究科、自然科

学研究機構・分子科学研究所、京都大学・大学院理学研究科・基礎物理研究

所、大阪大学・大学院理学研究科、神戸大学・理学部、広島大学・大学院先

端物質科学研究科・放射光科学研究センター、佐賀大学・理工学部 
 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 
中国側実施組織（拠点大学名・協力大学名は、和英併記願います。） 
拠点大学：（英文）Institute of High Energy Physics 
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      （和文）高能物理研究所 
実施組織代表者：（英文）Director・CHENG, Hesheng 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Vice Director・ZHANG, Chuang 
 協力大学：（英文）Shanghai Synchrotron Radiation Facility、Institute of Theoretical 

Physics、Beijing University、Tsinghua University、University of 
Science and Technology of China、Shandong University、Zhejiang 
University、China Center Advanced Science and Technology、Fudan 
University 

      （和文）中国科学院上海放射光施設、中国科学院理論物理研究所、北京大学、

清華大学、中国科学技術大学、山東大学、浙江大学、中国高等科学技

術中心、復旦大学 

韓国側実施組織（拠点大学名・協力大学名は、和英併記願います。） 
拠点大学：（英文）Pohang Univ. of Science and Technology Accelerator Laboratory 

      （和文）浦項工科大学付属加速器研究所 
実施組織代表者：（英文）Director・REE, Moonhor 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Professor・KO, In Soo 
 協力大学：（英文）Pohang University of Science and Technology、Seoul National 

University、Kyungpook National University、Korea University、 
YonSei University、Chonnam National University、Chonpook 
National University、Ewha Womens University、Sungkyunkwan 
University、Gyeongsang National University、Korea Institute for 
Advanced study 

       （和文）浦項工科大学、ソウル国立大学、慶北大学、高麗大学校、延世大学

校、全南大学校、全北大学、李花女子大学、成均館大学、慶尚国立

大学、韓国高等科学院 

インド側実施組織（拠点大学名・協力大学名は、和英併記願います。） 
拠点大学：（英文）Raja Ramanna Centre For Advanced Technology 

      （和文）ラジャ・ラマンナ先端技術センター 
実施組織代表者：（英文）Director・SAHNI, Vinord Chandra 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Professor・JOSHI, Satish Chandra 
 協力大学：（英文）Delhi University、Panjab University、Inter-University Accelerator 

Centre、Tata Institute of Fundamental Research、Indian Institute 
of Science、Variable Energy Cyclotron Centre、Saha Institute for 
Nuclear Physics 

       （和文）デリー大学、パンジャブ大学、大学共同利用機関加速器センター、タ

タ基礎研究所、インド科学研究所、可変エネルギーサイクロトロンセ

ンター、サハ原子核物理研究所 
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５．全期間を通じた研究交流目標 
平成 12 年度から始まった、日本の高エネルギー加速器研究機構(KEK)と中国の高能物理

研究所(IHEP)を拠点大学とする交流事業は、電子加速器そのもの及び電子加速器を利用する

研究に関する交流事業である。電子加速器を用いた研究は、物質の究極の構成要素と構成

要素間に働く力を研究する学問である素粒子物理学から、円形型電子加速器から発生する

放射光と呼ばれる光を用いて、物質を原子や分子のレベルで研究する放射光科学まで多岐

にわたる。 

電子加速器に関する研究及び電子加速器を用いた研究は、アジアにおいて近年急速な進

歩を遂げている分野である。アジア地域では、日本、中国、韓国、台湾、そしてインドに

おいて進んだ研究が行われている。日本と中国を中心としたアジアの研究機関間で人的、

技術的交流を進め、電子加速器そのものの研究及び電子加速器を用いた各種の研究を行う

ことにより、日本と中国はもちろんのこと、アジア地域全体での加速器科学分野のレベル

アップを目指すことがこの交流の主要な目標である。また、多くの若手研究者を参加させ

ることにより、次世代の研究者育成にも力を注いでいる。 

なお、平成 17 年度からは、日中に加え、日韓間の交流事業が正式に立ち上がり、さらに、

平成 18 年度から、新たにインドが加わり、当初からの目標であった、アジア地域全体での

加速器科学に関する交流に一歩近づいたといえる。 

 
６．平成２０年度研究交流目標 
平成 17 年度からは、日中に加え、日韓間の交流事業が正式に立ち上がった。平成 18 年

度からは、さらに、日印交流事業が開始された。 

このことを受け、平成 19 年度においては、日韓、特に日印交流事業を、これまでの、日中

交流事業のレベルに成熟させることを目指し、成熟したアジア地域内交流の確立の基礎を

作り上げることをねらった。また、大強度パルス中性子源の研究を開始した。 

 平成 20 年度においては、これまでの研究を引き継ぎ、確実な成果をえることを目標とす

るのはいうまでもないが、特に、インドとの間での共同研究の推進に力を入れる。このた

め、インドおよび日本で日印セミナーを開催するとともに、研究者交流の枠組みを用い、

頻繁に日印交流を行う。 

 また、平成 20 年度後半に、これまでの本拠点大学交流事業を全体的に評価する自己評価

委員会を立ち上げ、現地調査を含む評価を行う。評価書の完成は、平成 21 年 7 月を目標と

し、この拠点大学交流事業終了後のさらなる展開に向けての準備を行う。 

 
７．平成２０年度研究交流成果 

（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下さい。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

平成 18 年度からは、日印間の交流事業が正式に立ち上がり、この交流事業を日中韓印とい

うアジア地域の主要を網羅した多国籍間交流事業に発展させることができた。また、平成
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19 年度には、中性子源グループが活動を開始した、平成 20 年度においては、日中、日韓協

力のさらなる高度化をはかるとともに、日印協力の発展のために努力を集中した。 

特に、中国においては、北京の高能物理研究所の BEPC-II と上海放射光の建設が終了し、

両者とも順調に総合運転を行っている。この二つの研究所の成熟にともない、日中の共同

研究がほぼ対等の立場で行われるようになった。 

また、インドにおいては、RRCAT、IUAC、VECC、TIFR、BARC という 5つの研究所との交流

を通じ、日印協力が、ゆっくりではあるが確実に進展をみせている。 

 

７－２ 学術面の成果 

実施した共同研究 

① 超伝導技術に関して以下の共同研究を実施した。 

 日本（KEK）での研究：KEKB に設置されている超伝導加速空洞とクラブ空洞の運転条

件と加速性能に関する現況と IHEP 空洞の運転条件についての情報交換を行った。平成

19 年度末に行った IHEP 製作による入力結合器の電力試験を継続した。2週間に渡る慎

重なエージングの結果 270kW に到達し、中国製結合器が実用になることを示した。今

後は繰り返し試験など実情に合った詳細な試験を行う。1.5GHz の 3 倍高調波空洞試験

準備として、上海放射光の研究者とともに計測システムの立ち上げを行った。中国

IHEP：平成 19 年度より運転調整を続けていた BEPC-II 加速器は、平成 20 年初頭に

BES-III 測定器が完成し衝突点に設置されたため、7月から本格的な衝突モード運転を

開始した。蓄積電流は順調に 500mA に到達したが、高いルミノシティを得るための実

際の運転条件での超伝導空洞制御とその設定についての検討を行った。また高周波ノ

イズに関する計測を行った。 

 上海放射光(SSRF)での研究:クラブ空洞の各分野での応用に関するワークショップ

が開催され、今後の共同研究の展開について検討をした。 

② ビーム不安定性について、以下の共同研究を行った。なお、1)-5)は中国へ日本の研究

者を派遣しての研究、6)は中国から研究者を受け入れて行ったものである。 

1)陽電子リングでのビーム不安定性の研究 

 BEPCII ではバンチ間の結合で何らかの不安定現象が起きルミノシティが下がる現象

が起きている。KEK 側から研究者を 2 名派遣し、この現象の原因についての探求をお

こなった。電子雲不安定性がその原因の一つとして考えられるため、横方向不安定が

発生する閾電子密度を計算した。閾値はρe=1013m-3 で、観測されているチューンシフト

から予想される電子雲密度に比べ圧倒的に大きいため、閾値を超えている可能性は小

さいことが示された。陽電子リングでは強い縦方向結合バンチ不安定性も起きており

ルミノシティ制限要因のひとつと考えられている。この不安定性についても議論を行

った。 

2)電子雲不安定性の研究 

 BEPCII では電子雲不安定性と疑われる結合バンチ不安定性が陽電子リングで観測さ
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れている。ビームスタディでソレノイド磁場が不安定性抑制に効果があることが分か

り、観測されている不安定性が電子雲不安定性である可能性が強まっている。このビ

ーム不安定性について議論を行った。 

3)入射システムの研究 

 KEKB では、電子・陽電子を速い繰り返しで交互に入射しリングの電流を一定値に維

持するシステムの開発が進んでいる。このシステムはビームの安定化に非常に有用で

ある。IHEP の研究者とこのシステムについて議論を行った。 

4)タイミングシステムの研究 

 ビーム不安定性はリング中のバンチ分布に影響されるため、リング内バンチ分布を

柔軟に変えられる入射システムが必要である。KEKB で開発したバンチ入射システム

を紹介し IHEP の担当者と議論した。 

5)バンチ毎フィードバックシステムの研究 

 Hefei の放射光リングで横方向バンチ毎フィードバックシステムについて担当研究者

と議論した。 

6)IHEP から研究者を招聘し、8 電極ビーム位置モニタの研究を行った。 

③ リニアコライダーに関して、以下の成果を上げた。 

 マルチバンチ高品質電子ビーム生成技術の開発では光高周波電子源の性能を研究者

が深く検討して、既に開発した装置改良設計を行なった。 

 空洞型 IP-BPM の共同開発は韓国慶北大学(KNU)と PAL 研究所の研究者および技術者

と設計検討を行い、高性能空洞型 IP-BPM 製作を行った。電子ビームを使った軌道測定

実験によって、8.7nm 位置分解能が達成できた。 

 小型電磁石の共同開発を中国・高能研と行い、ATF2 に使用する電磁石として仕様を

満足していることを確認した。これらの電磁石は（四極電磁石・偏向電磁石および６

極電磁石）は平成 20 年度に ATF2 に設置された。 

④ EPICS に関して以下の共同研究をおこなった。 

 KEK の加速器 EPICS group 内で開発が進められてきた組み込み型 EPICS を中国での加

速器に応用するための技術情報の交換を行った。まず日本から組み込み型 EPICS 装置

の紹介を主目的に中国での研究交流を実施した。また、中国から組み込み型 EPICS 装

置を使った機器の実地見学および開発環境の体験を目的に中国高能研および上海放射

光施設からそれぞれ２名の制御関係者が来日した。 

 今後の加速器制御システムで重要な役割をはたすであろう組み込み型 EPICS の初期

的な情報交換を行った。今後の応用が具体化することにより、一層の研究交流の活発

化が期待される。 

⑤ レーザープラズマ加速器について以下のような共同研究を実施した。 

 韓国 GIST および中国 SIOM との合意事項にもとづき、レーザープラズマ加速に関す

る共同実験を開始した。また後に、北京にある中国科学院物理研究所(IOP)も 200 テラ

ワットレーザーを完成させたのに伴い、レーザープラズマ加速実験の共同研究を申し
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込まれ、そのための打合せを行われた。なおインド RRCAT との共同研究は、インドチ

ームで独自に高品質電子ビームの発生に成功しており、前年度までの共同研究の成果

として特筆することができる。 

⑥ 中性子源について以下の共同研究を実施した 

 アジアで大強度パルス中性子の発生と，そのパルス中性子を物質・生命科学研究に

利用する中性子科学の重要性に対する認識が非常に高まっている．そのような状況の

中、大強度パルス中性子発生のための加速器科学分野，並びに中性子科学分野におけ

るアジアの人的な学術交流は非常に意義深い。加速器分野では，中国の核破砕中性子

源計画 CSNS がその具体的設計並びに加速器 R&D を進めている。 一方，J-PARC では 3GeV 

Rapid Cycling Synchrotron のビームコミッショニングが佳境であり，中国の研究者の

J-PARC 加速器への参加希望が高い。また，中性子科学分野では，平成 20 年度に J-PARC

でビーム実験が開始されるため，実験装置のコミッショニングに参加し，立ち上げ当

初から装置に関わることは非常に意義深い。そのため，平成 20 年度は，特に中性子科

学分野において研究者を受入れ，交流の拡大をはかった。 

⑦ 電子･陽電子リニアコライダー実験のための物理及び測定器研究について以下の共同

研究を実施した。 
 平成 20 年度の研究活動の課題の一つは、測定器パラメータの最適化を行いその結果

を ILD(International Large Detector)の Letter Of Intent(LOI)としてまとめるとい

うことであった。そのために、いくつかの測定器パラメータによる性能の比較が旧 GLD

と旧 LDC グループのソフトウェアーツールを使用して行われ、ILD のパラメータの基本

合意が９月に得られた。これに基づいた測定器シミュレーションと標準 DST 作成作業

が系統的に行われ、ＩＬＣの物理反応の研究を進めた。日本グループは ZH llX 反応、

ZH nnH 反応、Tau pair, top pair、SUSY 粒子の探索などの測定可能性に関する研究

を進めた。またシミュレーションによる測定器性能の研究と並行して、測定器の概念

設計が進められ、本研究からは構造体やソレノイドの概念設計や測定器の Push-pull 

方式の研究、ビームパイプの設計研究などを行った。これらの成果を LOI としてまと

めるために、２月に韓国にて ILD ワークショップが、行われ、LOI の内容に関する最終

的打ち合わせを行った。 

 本研究のもう一つの課題は、TPC の開発研究である。これについては DESY で LCTPC

グループとして行うビームテストの準備が日中で共同して行った。中国側はパッドプ

レーンを準備し、日本では GEM や読み出しシステムの準備が進められた。 

⑧ BELLE 実験の成果は以下のとおりである。 

 平成２０年度は、以下のような解析テーマ中を中心に進め、そのうち最終結果を３

編の論文を科学雑誌（査読有）に、国際会議で発表した結果１編をプレプリントアー

カイブに発表した。 

1)Study of D-Dbar mixing 

 これは、共同研究開始当初より中国グループが中心になって取り組んでいるテーマ
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であり、D0→Κ+π- 崩壊モードでは 90fb-1 および 400fb-1のデータを使った解析の結果を

得、また、D0→Κsπ+π-崩壊モードで時間依存 Dalitz plot フィットによる D-Dbar mixing

の解析によりパラメータ x,y の測定を行い Phys. Rev. Lett.誌に掲載されている。後

者は、最も精度のよい x の測定結果である。今年度は、新たに D0→ΚsΚ+Κ-崩壊モード

で時間依存 Dalitz plot フィットによる解析を進めている。 

2)ISR を伴う e+e- 消滅反応における共鳴粒子の探索 

 中国グループでは、新たなテーマとして Initial State Radiation(ISR) e+e-→ 

J/ψhh 反応における共鳴粒子の探索の探索に取り組み、J/ψπ+π-、ψ’π+π-、J/ψKK モー

ドの解析結果を得、論文に発表してきた。今年度は、J/ψのチャームクォークをストレ

ンジクォークで置き換えた反応φf0(980)[ →π+π-]を解析し、結果を夏に国際会議で発

表した（arXiv:0808.0006）。 

3)チャーモニウムを含む B中間子崩壊の研究 

 チャーモニウムを含む B 中間子崩壊は、CP 非保存の測定やチャームクォーク対を含

む新共鳴粒子の探索など重要な結果が得られているが、中国・インド・韓国グループ

でも早くからその解析に取り組んできた。今年度は、まだ信号が観測されていないカ

ビボ抑制崩壊であるB→ χc1π0およびB→ ψ’π+の二つのモードの信号を初めて観測し、

それぞれ Phys. Rev. D78,091104 (2008)および 78,051104 (2008)に掲載された。 

4)チャームバリオンを含む B中間子崩壊の研究 

 この解析は韓国グループが進めてきたが、388x106個の B 中間子対のデータを使って

B→Σcpbarπ+三体崩壊の二体中間状態を詳細に調べ、その結果を Phys. Lett. B669, 287 

(2008)に発表した。 

 上記の物理解析は、中国やインドから来所し KEK に長期滞在している大学院生・研

究員が主に行っている。彼らにとって、KEK で Belle 実験に携わることは将来に向けて

の非常に貴重な経験になると思われる。 

⑨ 素粒子理論の研究 

以下のような共同研究を行った 

1)将来のコライダーに於ける電弱対称性の破れの物理の精密検証。 

2)LHC で、ヒッグスボソンや、重いグラビトンが生成された場合に、そのスピン、パリ

ティーを測定する方法を検討している。投稿論文を準備中である。 

3)非相対論的ＱＣＤに基づく重クォーコニウム生成機構の再検討。 

4)T2KK 実験の提案。 

⑩ (BES)J/Psi 崩壊データの解析による中間子状態の系統的研究において、以下の成果を

上げた。 
1)IHEP(Beijing)BESII データ J/Ψ → KSKSπ

+π−崩壊における KSπ±事象解析により、strange 

quark 関与の中間子状態、荷電κ粒子解析を完了し、荷電粒子を同定した。 

2)J/Ψ → K+K−π+π−崩壊におけるρK+K−系の解析を完了し、K1(1270)→ρK の分岐比を確定した。 

3) ρK+K−系の解析に関わり、J/Ψ → ρK+K−の部分波解析表式を開発した。 
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⑪ シンクロトロン放射光源用加速器の高度化に関する共同研究 

 平成 20 年度は上海放射光においては、予定通り超伝導空洞を用いての運転を開始し

ており、昨年度に引き続き光学的ビーム診断系の立ち上げおよび真空系の整備に協力

した。韓国ポハン加速器研究所（PAL）2.5GeV 光源に於いては Top-up 運転の準備が

進行中である。PF においても Top-up モードでのユーザー運転が試行中である。PAL
に於いて行われた Top-up に関する議論は両放射光源に於ける Top-up 運転に資するも

のである。 

⑫ シンクロトロン放射光ビ－ムラインの高度化及び利用研究に関する共同研究 

 平成20年度も主にPFおよびPF-ARのいくつかの先端的放射光ビームラインの建設、

研究プロジェクト、ビームラインの高度化等の研究テーマの中から研究者を受け入れ

た。BSRF からは Crystallography beamline や m-XRF measurement and X-ray microbeam 

beamline、beam line control system と言った、実務的な目的を絞った来訪が主で、

この拠点大学でのプロジェクトを通して、施設的に安定、成熟してきた感がある。第 3

世代放射光源として立ち上がった SSRF とも引き続き幅広い交流を行い、協力体制を密

接なものにしており、基本的な技術的交流から XAFS ビームライン、Soft X-ray ビー

ムラインと言った具体的な特定のビームラインでの技術交流に移ってきている。PF が

その立ち上げに協力していたビームラインの Commissioning が上手く行った。 

 19 年度から始まったインドとの交流は、20 年度は更に発展し、KEK とインド政府化

学技術省科学技術局（DST)間における科学的、技術的協力を更に強固にする覚書の締

結に至った。この覚書には DST が PF 内にインド研究者用のビームラインを設置するこ

とが含まれている。 

 
７－３ 若手研究者養成 

中国高能物理研究所ではその高エネルギー実験計画としてタウチャーム物理の探求を目

指しているが、そこでは超伝導加速空洞という新しい加速器技術の導入が鍵となっている。

また、上海放射光施設でも計画当初からの超伝導加速空洞の導入を考えているが、いずれ

の研究所でも超伝導空洞は未経験の技術であり、この分野で世界をリードする KEK と共同

で進める本共同研究プログラムに対する期待は非常に大きい。また、KEK との共同研究の

過程で、中国にこの分野の若手研究者が育ちつつあり、また、超伝導技術を共同で進める

ことができるアジアのパートナーが育ちつつあり、ILC に超伝導空洞技術が採用された現

在、これまでの交流は将来に向けての大きな礎を築いたと言える。 
 BELLE における物理解析は、中国から来所し KEK に長期滞在している大学院生も多く実

験に参加している。彼らにとって、KEK で BELLE 実験に携わることは将来に向けての非常に

貴重な経験になると思われる。KEKB 加速器、BELLE 検出器及び B の物理解析は、世界でも

最先端のレベルにあり若い学生のうちに直接それらに触れるのは有意義である。また、

BELLE は米国・アジア・欧州・豪州１５カ国からの約５０の大学・研究機関が参加する国際

協力実験であり、KEK には常に十数カ国からの研究者・学生が滞在し研究を進めている。彼
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らと、議論を交わし共同で研究・解析を進めることは、国際性を養う上で重要であり、国

際貢献及び社会貢献に大いに役立っている。解析を行った大学院生は、その結果で博士論

文にまとめることになる。 

総じて、日中拠点事業を進める過程でアジア地域全体へ共同研究の枠組みを広げる機運

が醸成され、その結果、平成 17 年度からは、本交流事業が、韓国を加え、さらに平成 18

年度からはインドが加わり他国間交流事業がますます拡大された。今後は、インドの若手

研究者の育成が重要な課題であり、セミナーの開催などを通じ努力を重ねている。 

 

７－４ 社会貢献 

本共同事業を行うことにより、アジアに対する見識を持つ国際的な研究者が数多く育ち

つつあること、また、科学の枠組みを超える更に広い領域における日本の地位向上をもた

らしていることが、最大の社会貢献と考える。特に、インドに対して日本のプレゼンスを

高めたことが特筆すべきである。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

平成 20 年度は拠点事業開始から 9 年目となり、これまでの継続的な努力が実りつつある

と評価している。中国側では、本拠点事業の共同研究により学位を取得した研究者が順調

に増加してきている。 
拠点事業開始当時は、日中間の実力差が大きく、共同研究は偏ったものとならざるを得

なかったが、この 9 年間に、中国側が急速に実力をつけつつある。BEPC-II および上海放

射光の建設開始は、この事実を端的に示すものである。 
中国側の実力向上に伴い、共同研究により、日本側が得るものが次第に大きくなりつつ

ある。この共同研究は成熟期を迎えつつあるといえるであろう。今後は、更に対等性を高

め、対等なパートナーとしての日中協力を進めることが求められる。 
平成 18 年度からインドが正式に加わり、日印協力が開始された。インドの状況は、この

拠点大学交流事業を開始した時点での中国の状況に酷似しており、これまで、中国に対し

て積み重ねてきたと同様な努力を、インドに対して行うことが重要である。インドは中国

に比べて遠方に位置し、インドを訪問するには多大の労力を必要とするので、心して取り

くまなければいかない課題である。 
さらには、アジア全体を視野に入れた加速器科学の共同研究を実施する機が熟したと考

えており、この方向へのさらなる努力を積み重ねたい。 
 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２０年度論文総数   １８本 

   うち、相手国参加研究者との共著  １１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  １１本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 
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８．平成２０年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

この交流事業は、１２のサブグループを持ち、各グループとも活発な共同研究を行った。

中国との交流は、年年成熟してきており、ほぼ対等な共同研究が行われるようになった。

韓国は中国に準ずる。インドとの共同研究は、ゆっくりと、確実に進展しているが、今後

のさらなる努力が必要である。 

 各グループの成果は７－２にまとめてある。 

 

８－２ セミナー 

実施したセミナー 

① IHEP の衝突型加速器 BEPCII ではコミッショニングが本格化し、20 年度には BESIII 測

定器を設置したビーム衝突が行われようとしている。また、KEK の衝突型加速器 KEKB

では昨年度から世界初のクラブ空洞を用いたクラブ衝突運転が続けられている。この

機会に、KEKB と BEPCII でのビーム不安定性に関する最新の情報を持ちより問題点等を

議論し、加速器の今後の性能改善に役立てるセミナーを開催した。 

② リニアコライダーILC に関係する第 2 回アジア開発研究セミナーを行なった。ILC 開発研究用

加速器ATFおよび STFで行っている研究成果と今後の研究目標について、中国・韓国・イン

ドのアジア研究拠点の立場から検討を行ない、アジア多国間のILC研究開発に関する理解を

深める。このセミナーにより、今後必要とする R&D 項目を整理した。 

③ EPICS は加速器を始め大小の物理学実験装置の制御システム構築のフレームワークと

して広く採用されている。セミナー開催や研究者交流を通じて、一層の普及をはかる

ことによって、高度な物理学実験の実行に間接的に寄与するとともに、EPICS 利用者

間の情報交換およびソフトウェア共有などを通じて、EPICS および実験機器制御シス

テムソフトウェアの高度化を推進する。今年度はインドの RRCAT にて開催し、講師を

含めて 40 名以上の参加があった。 

④ 第 3 回先端加速器技術に関するスクールを、韓国で開催した。開催目的は以下のとおり

である。 

1)新しい粒子加速原理であるレーザープラズマ加速と新しい放射光源の原理に関する

講義を大学院生若手研究者向けに行う。 
2) アジアにおける若手研究者の育成と本研究分野の推進。 
3)アジアにおけるレーザープラズマ加速研究の交流をはかる。 

⑤ 超伝導電磁石と超伝導加速空洞に代表される超伝導技術は、加速器における最も重要

な要素技術であり、今後加速器の研究を進める上で、かかすことのできない技術であ

る。インドにおいては、急速に加速器科学が勃興しつつあるが、超伝導技術の本格的

な習得は、やっと緒に就いたところである。このセミナーはこのようなインドにおけ

るける状況をふまえ、超伝導技術において最先端の位置にある日本が、インドにおい
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てインド側と協力しながら超伝導技術（超伝導電磁石、超伝導加速空洞、ヘリウム冷

凍機）に関する系統だったセミナーを平成 21 年 3 月 16 日から 20 日にかけて行った。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

平成 20 年度の研究者交流の最大の問題は、インドとの共同研究事業の確立にむけて、

研究者交流の枠組みをいかにして使うかであった。インドの状況は、この拠点大学交流

事業が始まった時点での中国の状況と酷似しており、本格的な共同事業を成り立たせる

ために、研究者交流を有効に利用する必要がある。特にインドの場合においては、日本

側が、インドを訪問し、インドにおいて、インドに適切なアドバイスを行うことが必要

であり、平成 21 年 2 月に、コーディネーター他数名の研究者をインドに派遣した。 

また中国へはコーディネーターが平成 20 年 5 月に高能物理研究所（IHEP）と上海放

射光施設（SSRF）を訪問し、平成 20 年度の拠点大学交流の具体的な進め方について IHEP

所長らと協議を行ったほか、平成 21 年 2 月に大阪大学の磯山教授が SSRF を訪問し、Zhao 

Zhentang 副所長らと軟 X 線 SASE 装置についての研究打合せを行った。 

韓国へは KEK の技術者 2 名が浦項加速器研究所（PAL）を訪問し、共同研究の成果を広

く共有できるような方式の検討について、Choi Jinhyuk 教授らと意見交換を行った。 

なお、平成 21 年 1 月に、これまでの本拠点大学交流事業を全体的に評価する自己評価委

員会を立ち上げ、現地調査を含む評価を行うことにした。まず皮切りとし、平成 21 年 2 月

13 日から 21 日に自己評価委員会がインドでの現地調査を行い、インド側の拠点機関である

ラジャ・ラマンナ先端技術センター（RRCAT）、インド側の協力機関である可変エネルギー

サイクロトロンセンター（VECC）、大学共同利用機関加速器センター（IUAC）、タタ基礎

研究所（TIFR）、インド側の関係機関であるバーバ原子核研究センター（BARC）の 5 研究

所を訪問した。 

相手国からの来訪については、インド及び韓国からそれぞれ 1 名の研究者が KEK に来訪

し、コーディネーターと加速器に関する研究打合せを行ったほか、平成 21 年 2 月には中国

の IHEP 所長ら 4 人が KEK に来訪し、平成 20 年度の拠点事業の交流状況報告と今後の計画

について意見交換を行った。 
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９．平成２０年度研究交流実績総人数・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 中国 韓国 インド 合計 

日本 
実施計画  45/242 42/244 24/190 111/676 

実績 40/198 37/224 21/230 98/652 

中国 
実施計画 67/2519  5/21 1/7 73/2547 

実績 67/1459 0/0 0/0 67/1459 

韓国 
実施計画 22/892 1/5  2/14 25/911 

実績 24/367 0/0 0/0 24/367 

インド 
実施計画 17/551 1/5 5/24  23/580 

実績 4/230 0/0 0/0 4/230 

米国 

（日本） 

実施計画 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 1/8 1/8 

英国 

（日本） 

実施計画 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 1/10 1/10 

合計 
実施計画 106/3962 47/252 52/289 27/211 232/4714 

実績 95/2056 40/198 37/224 23/248 195/2726 

 

※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。） 

※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 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

  20 ／ 73（人／人日）  18 ／ 31（人／人日） 
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１０．平成２０年度研究交流実績状況 
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 JR-00-A1 研究開始年度 平成 12 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）電子加速器に必要な超伝導・低温技術に関する研究 

（英文）Study on Superconducting Technology for Electron Accelerators

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）細山謙二・高エネルギー加速器研究機構・教授 

    古屋貴章・高エネルギー加速器研究機構・教授 

（英文）Kenji Hosoyama, KEK, Professor 

    Takaaki Furuya, KEK, Professor 

相手側代表者 

氏名・所属・職 

中国：Wang Guangwei・Institute of High Energy Physics・Professor 

インド：Amit Roy・Nuclear Science Centre・Director 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

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(JSPS) 中国 韓国 インド 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 

(JSPS) 
実施計画  4/20 0/0 1/7 5/27 

実績 3/14 0/0 0/0 3/14 

中国 
 

実施計画 4/120  0/0 0/0 4/120 

実績 6/112 0/0 0/0 6/112 

韓国 
 

実施計画 0/0 0/0  0/0 0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

ｲﾝﾄﾞ 実施計画 0/0 0/0 0/0  0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

合計 

 

実施計画 4/120 4/20 0/0 1/7  

 実績 6/112 3/14 0/0 0/0 

②国内での交流     0/0   人／人日 
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２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

日本（KEK）：KEKB に設置されている超伝導加速空洞とクラブ空洞の運

転条件と加速性能に関する現況と IHEP 空洞の運転条件について IHEP よ

り Pan 教授を招聘し、情報交換と検討を行った。特に空洞がトリップす

る瞬間について、高周波だけではない種々の速い信号を多チャンネルロ

ガーで集め、それを解析することによってトリップの真の原因を突き止

める手法に関する実測と解析を行い、今後のデータ比較の基準とした。

また IHEPで観測された縦方向のビーム振動についてその原因を解明する

ために空洞運転を担当している Dai 教授と空洞担当の Li 氏を招聘し、バ

ンチ間隔や加速電圧、周波数離調などの運転条件についての情報を収集

し、その効果を議論するとともに、IHEP でやるべき試験内容を検討した。

平成 19 年度末に行った IHEP 製作による入力結合器の電力試験を継続す

るため、Ma 氏と Huang 氏が再来日し、2 週間に渡る慎重なエージングを

続けた結果、270kW に到達し、中国製結合器が実用になることを示した。

今後は繰り返し試験など実情に合った詳細な試験を行う。1.5GHz の 3 倍

高調波空洞試験準備として上海放射光の Ma 氏を招聘し、STF 棟の空洞計

測システムの立ち上げを行った。 

中国 IHEP：平成 19 年度より運転調整を続けていた BEPC-II 加速器は、

平成 20 年初頭に BES-III 測定器が完成し衝突点に設置されたため、7 月

から本格的な衝突モード運転を開始した。蓄積電流は順調に 500mA に到

達したが、高いルミノシティを得るための実際の運転条件での超伝導空

洞制御とその設定についての検討を行うため、細山教授を IHEP に派遣し

た。また高周波ノイズに関する計測を行った。 

上海放射光(SSRF):クラブ空洞の各分野での応用に関するワークショ

ップが開催され、細山教授と生出教授が参加し、今後の共同研究の展開

について検討をした。 

日本側参加者数  

25 名 （１３－１ 日本側参加者研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

38 名 （１３－２ 中国側参加研究者リストを参照） 

韓国側参加者数 

0 名 （１３－３ 韓国側参加研究者リストを参照） 

インド側参加者数 

1 名 （１３－４ インド側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 JR-00-A2 研究開始年度 平成１２年度 研究終了年度 平成２１年度 

研究課題名 （和文）電子加速器におけるビーム不安定性の研究 

（英文）Study on Beam Instabilities in Electron Accelerators 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）福間均・高エネルギー加速器研究機構・准教授 

（英文）Hitoshi Fukuma, High Energy Accelerator Research Organization,  

Associate Professor 

相手側代表者 

氏名・所属・職 
中国：秦庆・高能物理研究所・教授 

Qing Qin, Institute of High Energy Physics, Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

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(JSPS) 中国 韓国 インド 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 

(JSPS) 
実施計画  7/35 0/0 0/0 7/35 

6/28 0/0 実績 0/0 6/28 

中国 
 

実施計画 3/42  0/0 0/0 3/42 

3/45 0/0 0/0 実績 3/45 

韓国 
 

実施計画 0/0 0/0  0/0 0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

ｲﾝﾄﾞ 実施計画 0/0 0/0 0/0  0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

合計 

 

実施計画 3/42 7/35 0/0 0/0  

 実績 3/45 6/28 0/0 0/0 

②国内での交流     0/0   人／人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

本研究課題に関係した本年度の主な出来事としては、 BEPCII で BESIII

検出器を設置してのビームコミッショニングが始まったことがあげられ

る。以下に本年度の活動について記す。 

1)陽電子リングでの電子雲不安定性に関する研究 
研究者を IHEP に派遣して以下の活動を行った。 

BEPCII ではバンチ間の結合で何らかの不安定現象が起きルミノシティ

が下がる現象が起きている。KEK 側から研究者を 2 名派遣し、両リング

のバンチのフィルパターンを変えて、どちらのリングにルミノシティ低

下の原因があるかを調べる提案をし、一部は KEK 研究者滞在中に実施し

た。また電子雲不安定性がその原因の一つとして考えられるため、横方

向不安定が発生する閾電子密度を計算した。閾値はρe=1013m-3 で、観測さ

れているチューンシフトから予想される電子雲密度に比べ圧倒的に大き
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いため、閾値を超えている可能性は小さいことが示された。陽電子リン

グでは強い縦方向結合バンチ不安定性も起きておりルミノシティ制限要

因のひとつと考えられている。この不安定性についても議論を行った。 

 

BEPCII では電子雲不安定性と疑われる結合バンチ不安定性が陽電子リ

ングで観測されている。ビームスタディでソレノイド磁場が不安定性抑

制に効果があることが分かり、観測されている不安定性が電子雲不安定

性である可能性が強まっている。このビーム不安定性について議論を行

った。 

2)ビーム不安定性抑制のための高速フィードバックシステムの研究 

 Hefeiの放射光リングに研究者を派遣し横方向バンチ毎フィードバック

システムについて担当研究者と議論した。 

3)衝突型加速器でのビーム－ビーム効果の研究 

 オプティクスの精密測定と補正は、ビーム－ビーム相互作用に影響を

与えルミノシティ性能を左右する重要な項目である。IHEP から研究者を

招聘し応答行列に基づくビームパラメータ測定とビームパラメータの多

変数最適化の研究を行った。 

4)電子リングでのイオンおよびダスト効果の研究 

 BEPCII ではイオン及びダスト効果は運転の支障となっていないので共

同研究は行わなかった。 

5)ビーム不安定性の観測等のためのビーム診断装置の研究 

 BEPCII では、KEKB に導入されている 8 電極ビーム位置モニタを設置

し衝突点近傍のビーム軌道を測定しようとしている。IHEP から研究者を

招聘し、8 電極ビーム位置モニタに関する情報交換と議論を行った。 

ビーム不安定性はリング中のバンチ分布に影響されるため、リング内

バンチ分布を柔軟に変えられる入射システムが必要である。KEKB で開

発したバンチ入射システムを紹介し担当者と議論した。 

6)その他 

 KEKB では、電子と陽電子を早い繰り返しで交互に入射しリングの電

流を一定値に維持するシステムの開発が進んでいる。このシステムはビ

ームの安定化に非常に有用である。IHEP に研究者を派遣し IHEP の研究

者とこのシステムについて議論を行った。 
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日本側参加者数  

13 名 （１３－１ 日本側参加者研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

23 名 （１３－２ 中国側参加研究者リストを参照） 

韓国側参加者数 

0 名 （１３－３ 韓国側参加研究者リストを参照） 

インド側参加者数 

0 名 （１３－４ インド側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 JR-00-A3 研究開始年度 平成 12 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）ILC 建設のための加速器に関する共同開発 

（英文）Study on ILC Accelerators 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）浦川 順治・高エネルギー加速器研究機構・教授 

（英文）Junji Urakawa, High Energy Accelerator Research Organization, Professor 

相手側代表者 

氏名・所属・職 

中国：Pei Guoxi・Institute of High Energy Physics・Professor 

韓国：In Soo Ko・Pohang Accelerator Laboratory・ Professor 

インド：S. Krishnagopal・RRCAT India・Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

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(JSPS) 中国 韓国 インド 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 

(JSPS) 
実施計画 

 
1/5 2/8 4/28 7/41 

実績 1/7 1/2 0/0 2/9 

中国 
 

実施計画 3/250 
 

2/12 1/7 6/269 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

韓国 
 

実施計画 8/500 1/5 
 

2/14 11/519 

実績 3/35 0/0 0/0 3/35 

ｲﾝﾄﾞ 実施計画 5/200 1/5 1/6 
 

7/211 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

合計 

 

実施計画 16/950 3/15 5/26 7/49  

 実績 3/35 1/7 1/2 0/0 

②国内での交流          人／人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

本共同研究の具体的なテーマとしてマルチバンチ高品質電子ビーム

生成技術の開発、空洞型IP-BPM、小型電磁石および超伝導加速空洞

(1.3GHz)技術の共同開発とした。 

マルチバンチ高品質電子ビーム生成技術の開発では光高周波電子源

の性能を研究者が深く検討して、既に開発した装置改良設計を行なっ

た。この装置の共同製作と共同実験によって、高度な加速器技術、ビ

ーム物理学及び小型加速器X線発生やFEL（自由電子レーザ発振）に関

する相互理解を深めるように2009年の実験計画を策定した。 

空洞型IP-BPMの共同開発は韓国慶北大学(KNU)とPAL研究所の研究者

および技術者と設計検討を行い、高性能空洞型IP-BPM製作を行った。

電子ビームを使った軌道測定実験によって、8.7nm位置分解能が達成で

きた。今後は2nmの分解能を実現するために、高品質電子ビームを使っ

て改良研究を継続する。この装置はILCのBDS (or FFS, ビーム収束系)
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で使用するものであり、ATF2 projectのビーム調整実験用として試作

した。この長期におよぶ共同実験(2010年3月まで)により最先端ビーム

調整技術を確立することになる。 

小型電磁石の共同開発は中国・高能研と行った。ATF2に使用する電

磁石として仕様を満足していることを確認した。2008年度に四極電磁

石・偏向電磁石および６極電磁石をATF2に設置して、ビームをATF2に

輸送しながら制御ソフトの開発を進めている。2009年度は電子ビーム

を最終収束点で37nmまで絞り込む実験を開始する。 

本共同研究は主に本研究機構の試験加速器 ATF と STF で行った。 

1. 光高周波電子源の開発および実用化の共同研究：ATF では高周波電子

源空洞内に 120MV/m 以上の高電界を生成して、光電子バンチを加速し、

電子源として運転に供している。マルチバンチ電子ビーム生成も順調に

行えるようになった。本開発技術は、高能物理研究所・精華大学・上海

放射光・PAL-第四世代放射光計画・インド高輝度電子源開発計画で進め

られている FEL 用電子源に応用できる。本研究成果は ILC 用マルチバン

チ電子ビーム生成の基礎技術にもなる。 

2. 高精度ビーム軌道測定：KNU と PAL の協力により製作した Cavity BPM

を使って、取り出しビーム軌道の精密測定をナノメータレベルで行って

いる。ここで得られた技術と成果は今後 BEPC-II、小型電子ライナック及

び FEL 計画の加速器の性能向上のために利用される。例えば、電子・陽

電子ビームの状態を最適に保つための、フィードバックシステムのビー

ム軌道測定に応用でき、またナノビームの衝突を安定化する基礎技術開

発にも使える。一方、ATF において開発された One Pass ビーム軌道測定

技術と Beam Based Alignment(BBA)の解析方法を発展させるために、種々

のテスト実験を行った。この実験は 4 月～5 月と 10 月～来年 3 月に実施

して、その解析方法の実用性と軌道測定精度に関する報告書をまとめて

いる。本研究成果は ILC 用ダンピングリングのビーム調整技術およびビ

ーム収束と衝突に必須の基礎技術開発になっている。 

3. 1.3GHz超伝導加速空洞の共同開発：STFでは9 cell超伝導加速空洞4 sets

をクライオモジュール内に設置した。この装置に大電力高周波を入れて、

超伝導空洞の研究開発実験を行なった。韓国・中国・インドから若手研

究者が本研究開発に協力する。単セル空洞による基礎開発は KEK、韓国、

中国、インドでそれぞれ行いながら、技術交流のために 35MV/m と

45MV/m用 9 cell超伝導空洞の開発研究を STFにて４国間で協力して進め

ることになる。アジアの若手研究者の育成が大きな目的であり、本研究

開発の目標達成には３年以上の地道な基礎研究が必要であると考えてい

る。この共同開発プログラムにより超伝導加速空洞の若手専門家を育成
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して、将来 ILC 建設に貢献する。 

 なお本共同研究についてはアジアからの招聘者を増やすため、本機構

の予算で滞在費の補助を行っており、当初見込んでいた中国からの招聘

者については調整の結果本機構の予算で招聘することとなったため、結

果として拠点事業の経費による招聘は無しとなった。またインドについ

ては今年度の参加を見送ったため、参加者数は無しとなった。 

 

日本側参加者数  

50 名 （１３－１ 日本側参加者研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

75 名 （１３－２ 中国側参加研究者リストを参照） 

韓国側参加者数 

43 名 （１３－３ 韓国側参加研究者リストを参照） 

インド側参加者数 

13 名 （１３－４ インド側参加研究者リストを参照） 
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平成 12 年度 研究終了年度 整理番号 JR-00-A4 研究開始年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）EPICS に基づく加速器制御システム構築に関する研究 

（英文）Research on Accelerator Control System based on EPICS 

日本側代表者 （和文）山本 昇・高エネルギー加速器研究機構・助教授 

氏名・所属・職 （英文）Noboru Yamamoto・KEK・Associate Professor 

相手側代表者 中国：Ma LI, IHEP, Professor 

氏名・所属・職 韓国：In Soo Ko, PAL, Director 

イ ン ド ：  Pal, Sarbajit ・ Variable Energy Cyclotron Centre ・

Scientific Officer (G) 

交流人数 ① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 
日本(JSPS) 中国 韓国 インド 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画 

 
2/12 1/6 1/6 4/24 

(JSPS) 実績 2/9 0/0 0/0 2/9 

中国 
 

実施計画 1/90 
 

0/0 0/0 1/90 
実績 4/52 0/0 0/0 4/52 

韓国 
 

実施計画 0/0 0/0 
 

0/0 0/0 
実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

ｲﾝﾄﾞ 実施計画 1/90 0/0 0/0 
 

1/90 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

合計 

 

実施計画 2/180 2/12 1/6 1/6  

 実績 4/52 2/8 0/0 0/0 

②国内での交流      0/0  人／人日 

20 年度の研究

交流活動及び成

果 

KEK の加速器 EPICS group 内で開発が進められてきた組み込み型 EPICS を

中国での加速器に応用するための技術情報の交換を行った。まず日本か

ら組み込み型 EPICS 装置の紹介を主目的に中国での研究交流を実施し

た。また、中国から組み込み型 EPICS 装置を使った機器の実地見学およ

び開発環境の体験を目的に中国高能研および上海放射光施設からそれぞ

れ２名の制御関係者が来日した。 

今後の加速器制御システムで重要な役割をはたすであろう組み込み型

EPICS の初期的な情報交換を行った。今後の応用が具体化することによ

り、一層の研究交流の活発化が期待される。 

インド・韓国とも交流を行う予定であったが、具体的日程等の都合によ

り今年度は実施されなかった。 
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日本側参加者数  

17 名 （１５－１ 日本側参加者研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

62 名 （１５－２ 中国側参加研究者リストを参照） 

韓国側参加者数 

2 名 （１５－３ 韓国側参加研究者リストを参照） 

インド側参加者数 

37 名 （１５－２ インド側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 JR-00-A5 研究開始年度 平成 18 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）先端加速器研究開発 

（英文）Research and Development on Advanced Accelerators 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）中島一久・高エネルギー加速器研究機構・准教授 

（英文）Kazuhisa Nakajima・KEK・Ass. Professor 

相手側代表者 

氏名・所属・職 

中国：Jie Gao・IHEP・Professor 

韓国：Hyyong Suk・GIST・Group Leader 

インド：P. D. Gupta・CAT・Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

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(JSPS) 中国 韓国 インド 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 

(JSPS) 
実施計画  0/0 2/56 1/14 3/70 

実績 2/17 3/58 0/0 5/75 

中国 
 

実施計画 0/0  0/0 0/0 0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

韓国 
 

実施計画 0/0 0/0  0/0 0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

ｲﾝﾄﾞ 実施計画 0/0 0/0 0/0  0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

合計 

 

実施計画 0/0 0/0 2/56 1/14  

 実績 0/0 2/17 3/58 0/0 

②国内での交流     5/5   人／人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

 新しい原理や手法を用いる粒子加速器や放射光源の研究開発を行う。と

くに高強度超短パルスレーザーの進歩によってビームのエネルギー、質

ともに実用レベルに近い技術が次世代加速技術として完成されつつあ

る、レーザープラズマ加速法の研究開発を行う。高強度レーザー開発と

その応用研究を熱心に進めている中国、韓国、インドとは、レーザープ

ラズマ加速に必要な要素技術開発とともに、各国の高強度レーザーや加

速器施設を相互に利用した新しい加速器や放射光源の実験的研究、技術

開発を推進することを目的とした共同研究を行っている。 

 韓国 GIST および中国 SIOM との合意事項にもとづき、レーザープラズマ

加速に関する共同実験を開始した。また後に、北京にある中国科学院物

理研究所(IOP)も 200 テラワットレーザーを完成させたのに伴い、レーザ

ープラズマ加速実験の共同研究を申し込まれ、そのための打合せを行わ

れた。なおインド RRCAT との共同研究は、インドチームで独自に高品質
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電子ビームの発生に成功しており、前年度までの共同研究の成果として

特筆することができる。 

 韓国 GIST とは、2008 年 5 月 12 日から 6月 13 日まで、ほぼ 1ヶ月間に

わたり、キャピラリーレーザープラズマ加速実験を実施した。本共同研

究は、1GeV 加速に成功しているガス充填型キャピラリープラズマ導波路

を開発した英国オックスフォード大学のグループと KEK および日本原子

力機構のレーザー電子加速グループが、韓国 GIST の 100TW レーザーを用

いて、将来コンパクトな X 線 FEL に応用可能な GeV 級の高品質電子ビー

ム源を開発する目的で、前年度に取り交わした覚書に基づいて始まった。

ガス充填型キャピラリーの製作および放電回路に関する情報をオックス

フォード大学から譲り受け、GIST と KEK で、それぞれ独自にキャピラリ

ーシステムを開発した。実際の実験にはオックスフォード大学から１名

の大学院学生が参加し、日本からは実験に使用する光学系や測定器を持

参し、３名が参加した。実験装置の準備不足もあり、最初の３週間は光

学系の位置調整など装置の最適化に時間が費やされたが、当初の予定を

延長し、電子加速は確認できなかったが、装置が所定どおり作動し、3cm

キャピラリーに高強度レーザーパルスを伝播させることができた。当実

験を最後に、GIST では新研究棟が完成し、300TW レーザーへのアップグ

レードが行われることになり、キャピラリーレーザープラズマ加速実験

は次年度以降に持ち越されることになった。 

 中国上海にある SIOM では出力 800 テラワットが可能なレーザーが完成

しており、真空チェンバー等の実験装置の整備も行われている。前年度

の SIOM 訪問の際、共同研究の提案をうけ、2008 年 10 月に上海であった

高強度レーザーに関する国際会議(ICUIL2008)でレーザーと実験装置の

準備が整ったので、レーザープラズマ加速の実験を始めたいという要請

を受け、2008 年 11 月と 12 月に実験に関する打合せがもたれ、共同研究

の目的と進め方について議論した。電子加速についてはキャピラリーを

用いた 10GeV 加速をめざした安定な高品質電子ビーム源の開発、イオン

加速に関しては、がんの陽子線治療応用が可能な 200MeV の単色陽子ビー

ム源の開発をめざした加速実験を、世界の最高レベルにある SIOM のペタ

ワットレーザーを用い、世界に先駆けた実験を行うことで合意した。実

験方法は、電子加速は、KEK 開発のアブレーション型キャピラリーを用い、

陽子加速にはナノメートル厚薄膜を開発することになった。また打合せ

には、最近レーザー加速研究グループを結成したという上海放射光源が

ある上海応用物理研究所(SINAP)からも参加があり、SINAP でもレーザー

電子加速と小型 X 線放射光源やテラヘルツへの応用をめざした共同研究

を始めることで合意した。なお 12 月の２回目の打合せには、電子加速の
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ためのキャピラリーの実験セットを持参し、SIOM でプラズマ密度測定を

始める準備を始めた。また陽子加速のためのナノ薄膜ターゲットの開発

については、NTT 基礎研究所の協力が得られることになり、水素吸着カー

ボンナノチューブを成長させたナノ薄膜ターゲットの開発を依頼した。 

 中国北京 IOP においてもレーザープラズマ加速の共同研究を開始する

ことになった。IOP とは 2005 年から JST の「高強度レーザーに関する日

中韓研究協力」のもとで共同研究が進行しており、2005 年には IOP の 10

テラワットレーザーを用いて予備的なレーザープラズマ加速実験が行わ

れていたが、小型ペタワットクラスレーザーが完成し、最高出力 760 テ

ラワットを達成したのに伴い、レーザープラズマ加速実験に供したいと

いう IOP の意向で、2008 年 12 月に IOP ペタワットレーザーを用いたレー

ザープラズマ加速実験に関する打合せを行った。この会議には、前年度

まで CAEP での共同研究に参加していた、清華大学、IHEP のグループも参

加し、実験の目的と方策を議論し、IOP のペタワットレーザーによるガス

充填型のキャピラリーを用いたレーザープラズマ加速実験を実施するこ

とで合意した。キャピラリーシステム一式は KEK で開発、テスト中のシ

ステム一式を IOP に送り、まず 10TW 級のレーザーによるプラズマ導波路、

加速実験から始めることになった。その後、ペタワットレーザーの実験

装置が完成次第、本格的な加速実験を始めることにした。 

 インド RRCAT とは本年度は、研究所訪問による共同実験は行われなか

ったが、前年度の共同研究により完成した、超音速ガスジェットシステ

ムを用いて、RRCAT で独自にレーザープラズマ加速実験を行い、1MeV エ

ネルギー幅の高品質電子ビームの発生に成功している。この結果は、テ

ラヘルツ光源として非常に有望であると期待できる。 

日本側参加者数  

35  名 （１３－１ 日本側参加者研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

16 名 （１３－２ 中国側参加研究者リストを参照） 

韓国側参加者数 

7 名 （１３－３ 韓国側参加研究者リストを参照） 

インド側参加者数 

5 名 （１３－４ インド側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 JR-00-A6 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）大強度パルス中性子に関する研究開発および利用研究 

（英文）Accelerator Development and Neutron Science by 

 High-Intensity Pulsed Neutron 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）小林 仁・高エネルギー加速器研究機構・教授 

（英文）Hitoshi Kobayashi・KEK・Professor 

相手側代表者 

氏名・所属・職 

中国：Fu Shinian・Institute of High Energy Physics・Professor 

韓国：Kwanwoo Shin・Sogang University ・Associate Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

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(JSPS) 中国 韓国 インド 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 

(JSPS) 
実施計画  2/10 5/25 0/0 7/35 

0/0 4/16 実績 0/0 4/16 

中国 
 

実施計画 18/590  0/0 0/0 18/590 

23/236 0/0 0/0 実績 23/236 

韓国 
 

実施計画 2/180 0/0  0/0 2/180 

実績 3/9 0/0 0/0 3/9 

ｲﾝﾄﾞ 実施計画 0/0 0/0 0/0  0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

合計 

 

実施計画 20/770 2/10 5/25 0/0  

 実績 26/245 0/0 4/16 0/0 

②国内での交流      0/0   人／人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

 加速器においては 2009 年 3 月 15 日から 21 日まで総勢 23 名、内拠点

大学サポート 14 名の訪問があった。当方が概要を説明し、その後は先方

の要望もあり、加速マイクロ波、ビームダイナミクス、ビームモニタ、

ユーティリティ、真空､磁石並びに電源に分かれて意見交換を行った。と

にかく中国側は KEKの情報を得ることを最優先にしている印象で､昨年が

じっくりと意見交換をして中国側の設計について評論できたことに比す

ると総じて一方的に当方の状況､ビーム加速後の結果の説明を多く求め

られた。それだけ中国側の建設が臨場感を持ってきているものと受け止

めた。中国の現状に応じた貢献が出来たものと考える。 
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日本側参加者数  

74 名 （１３－１ 日本側参加者研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

89 名 （１３－２ 中国側参加研究者リストを参照） 

韓国側参加者数 

13 名 （１３－３ 韓国側参加研究者リストを参照） 

インド側参加者数 

0 名 （１３－４ インド側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 JR-00-B1 研究開始年度 平成１２年度 研究終了年度 平成２１年度

研究課題名 （和文）電子･陽電子リニアコライダー実験のための物理及び測定器研究

（英文）Physics and Detector Researches for the e+e- Linear Collider 
Experiment 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）宮本 彰也・高エネルギー加速器研究機構・准教授 

（英文）Akiya Miyamoto, High Energy Accelerator Research Organization, 

Associate Professor 

相手側代表者 

氏名・所属・職 

中国：Li Weiguo, Institute for High Energy Physics, Professor 

韓国：Hwanbae Park, Kyongpook National University, Professor 

インド：Atul Gurtu, Tata Institute of Fundamental Research, Professor

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

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(JSPS) 中国 韓国 インド 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 

(JSPS) 
実施計画  5/27 1/3 0/0 6/30 

実績 3/15 8/34 0/0 11/49 

中国 
 

実施計画 3/41  0/0 0/0 3/41 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

韓国 
 

実施計画 1/10 0/0  0/0 1/10 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

ｲﾝﾄﾞ 実施計画 0/0 0/0 0/0  0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

合計 

 

実施計画 4/51 5/27 1/3 0/0  

 実績 0/0 3/15 8/34 0/0 

②国内での交流      3/3  人／人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

本年度の研究活動の課題の一つは、測定器パラメータの最適化を行いそ

の 結 果 を Ｉ Ｌ Ｄ (International Large Detector) の Letter Of 

Intent(LOI)としてまとめるということであった。そのために、いくつか

の測定器パラメータによる性能の比較が旧ＧＬＤと旧ＬＤＣグループの

ソフトウェアーツールを使用して行われ、ＩＬＤのパラメータの基本合

意が９月に得られた。これに基づいた測定器シミュレーションと標準Ｄ

ＳＴ作成作業が系統的に行われ、ＩＬＣの物理反応の研究を進めた。日

本グループは ZH llX 反応、ZH nnH 反応、Tau pair, top pair、SUSY 粒

子の探索などの測定可能性に関する研究を進めた。またシミュレーショ

ンによる測定器性能の研究と並行して、測定器の概念設計が進められ、

本研究からは構造体やソレノイドの概念設計や測定器の Push-pull 方式
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の研究、ビームパイプの設計研究などを行った。これらの成果をＬＯＩ

としてまとめるために、２月に韓国にてＩＬＤワークショップが、行わ

れ、ＬＯＩの内容に関する最終的打ち合わせを行った。 

 本研究のもう一つの課題は、ＴＰＣの開発研究である。これについて

はＤＥＳＹでＬＣＴＰＣグループとして行うビームテストの準備が日中

で共同して行った。中国側はパッドプレーンを準備し、日本ではＧＥＭ

や読み出しシステムの準備が進められた。１月に行った訪中によりビー

ムテストの準備に関する最終的な打ち合わせが行われ、２月末よりビー

ムテストが開始される予定である。 

日本側参加者数  

36 名 （１３－１ 日本側参加者研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

34 名 （１３－２ 中国側参加研究者リストを参照） 

韓国側参加者数 

10 名 （１３－３ 韓国側参加研究者リストを参照） 

インド側参加者数 

6 名 （１３－４ インド側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 JR-00-B2 研究開始年度 平成１２年度 研究終了年度 平成２１年度

研究課題名 （和文）BELLE 実験 

（英文）BELLE experiment 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）堺井義秀・高エネルギー加速器研究機構・教授 

（英文）Yoshihide Sakai, High Energy Accelerator Research Organization, 

Professor 

相手側代表者 

氏名・所属・職 

中国：Zhang, Changchun・高能物理研究所・教授 

韓国：Kwon, Youngjoon・延世大学・教授 

インド：Singh, Jasbir・Panjab 大学・教授 

交流人数 ① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本(JSPS) 中国 韓国 インド 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 

(JSPS) 
実施計画  2/10 2/10 0/0 4/20 

実績 5/20 0/0 0/0 5/20 

中国 
 

実施計画 13/1000  0/0 0/0 13/1000 

実績 11/686 0/0 0/0 11/686 

韓国 
 

実施計画 5/130 0/0  0/0 5/130 

実績 13/255 0/0 0/0 13/255 

ｲﾝﾄﾞ 実施計画 4/180 0/0 0/0  4/180 

実績 2/160 0/0 0/0 2/160 

合計 

 

実施計画 22/1310 2/10 2/10 0/0  

 実績 26/1101 5/20 0/0 0/0 

②国内での交流       0/0 人／人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 現在 Belleは本格的なデータ収集を行っており当面は、物理解析に集

中することで、相手国側と了解した。  平成２０年度は、以下のような

解析テーマ中を中心に進め、そのうち最終結果を３編の論文を科学雑誌

（査読有）に、国際会議で発表した結果１編をプレプリントアーカイブ

に発表した。 

１) Study of D-Dbar mixing、 

  これは、共同研究開始当初より中国グループが中心になって取り組

んでいるテーマであり、D0→Κ+π- 崩壊モードでは 90fb-1 および 400fb-1の

データを使った解析の結果を得、また、D0→Κsπ+π-崩壊モードで時間依存

Dalitz plot フィットによる D-Dbar mixing の解析によりパラメータ x,y

の測定を行い Phys. Rev. Lett.誌に掲載されている。後者は、最も精度

のよい x の測定結果である。今年度は、新たに D0→ΚsΚ+Κ-崩壊モードで
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時間依存 Dalitz plot フィットによる解析を進めている。 

２）Study of B-meson decays including Charmonium 

  チャーモニウムを含む B 中間子崩壊は、CP 非保存の測定やチャーム

クォーク対を含む新共鳴粒子の探索など重要な結果が得られているが、

中国・インド・韓国グループでも早くからその解析に取り組んできた。

今年度は、まだ信号が観測されていないカビボ抑制崩壊である B→ χc1π0

および B→ ψ’π+の二つのモードの信号を初めて観測し、それぞれ Phys. 

Rev. D78,091104 (2008)および 78,051104 (2008)に掲載された。 

３）Study of new resonances 

  中国グ ループで は、新た なテーマ として  Initial State 

Radiation(ISR) e+e-→ J/ψhh 反応における共鳴粒子の探索の探索に取

り組み、J/ψπ+π-、ψ’π+π-、J/ψKK モードの解析結果を得、論文に発表し

てきた。今年度は、J/ψのチャームクォークをストレンジクォークで置き

換えた反応φf0(980)[ →π+π-]を解析し、結果を夏に国際会議で発表した

（arXiv:0808.0006）。 

４）チャームバリオンを含む B中間子崩壊の研究 

  上記の計画書のテーマに加えて、韓国グループによりチャームバリ

オンを含む B中間子崩壊の解析が進められ、388x106個の B中間子対のデ

ータを使って B→Σcpbarπ+三体崩壊の二体中間状態を詳細に調べ、その結

果を Phys. Lett. B669, 287 (2008)に発表した。 

 上記の物理解析は、中国やインドから来所し KEK に長期滞在している

大学院生・研究員が主に行っている。彼らにとって、KEK で Belle 実験に

携わることは将来に向けての非常に貴重な経験になると思われる。 

 

日本側参加者数  

21 名 （１５－１ 日本側参加者研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

24 名 （１５－２ 中国側参加研究者リストを参照） 

韓国側参加者数 

31 名 （１５－３ 韓国側参加研究者リストを参照） 

インド側参加者数 

6 名 （１５－２ インド側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 JR-00-B3 研究開始年度 2000 研究終了年度 2009 

研究課題名 （和文）コライダーの物理と素粒子理論 

（英文）Collider physics and elementary particle theory 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）萩原 薫・高エネルギー加速器研究機構・教授 

（英文）Kaoru HAGIWARA・KEK・Professor 

相手側代表者 

氏名・所属・職 

中国：Tao HUANG・Institute of High Energy Physics・Professor 

韓国：Pyungwon KO・KIAS・Professor 

インド：Rohini GODBOLE・Indian Institute of Science・Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

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(JSPS) 中国 韓国 インド 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 

(JSPS) 
実施計画  2/14 0/0 0/0 2/14 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

中国 
 

実施計画 2/56  0/0 0/0 2/56 

実績 1/34 0/0 0/0 1/34 

韓国 
 

実施計画 2/56 0/0  0/0 2/56 

実績 4/62 0/0 0/0 4/62 

ｲﾝﾄﾞ 実施計画 2/56 0/0 0/0  2/56 

実績 1/62 0/0 0/0 1/62 

合計 

 

実施計画 6/168 2/14 0/0 0/0  

 実績 6/158 0/0 0/0 0/0 

②国内での交流    2/10   人／人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

派遣：2008 年度は派遣実績が無かった。 

招聘：以下の６名を招聘した。 

中国：Bin GONG（ＩＨＥＰ、大学院生）  6/23—7/26（34 日） 

韓国：馬渡健太郎（ＫＩＡＳ、博士研究員）9/17—9/26（10 日） 

   Chaechen YU（Korea U、博士研究員）2/18—3/31（42 日） 

   Pyungwon KO（ＫＩＡＳ、教授）  3/22—3/26（５日） 

   Jungil LEE（Korea U、教授）   3/24—3/28（５日） 

印度：Sukanta DUTTA（Delhi U、准教授） 5/15—7/15（６２日） 

国内交流： 

京都大学：松本 悠（ＫＥＫ、協力研究員）2/15—2/20（６日） 

立教大学：泉田賢一（ＫＥＫ、協力研究員）3/23—3/27（４日） 

プロジェクト毎に報告する。 

１）非相対論的ＱＣＤに基づく重クォーコニウム生成機構の再検討。 
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この課題は、2003 年に Belle、Babar 実験で測定された、チャーモニ

ウムの生成断面積が、当時の理論的予想よりはるかに大きく、且つ

予想とは異なる定性的な振る舞いをしていたことを契機として検討

された。既に３編の掲載論文と１編の未掲載論文が本研究班の成果

として発表されている。今年度は、中国ＩＨＥＰの大学院生、Gong

氏を招聘して、相対論的補正について検討した。また、我々の 2003

年論文の問題提起に答える結果を最近発表した韓国高麗大学の Yu、

Lee、両氏を招聘し、ハドロンコライダーでのチャーモニウム、ボト

ムチャームメソン、ウプシロン生成の物理に応用したい。 

２）ＬＨＣの物理に関しては、2006 年度に中国北京大学の大学院生とし

て拠点事業に参加し、現在はドイツ Karlsruhe 大学研究員の Li 氏、

ＫＥＫ研究員から韓国のＫＩＡＳ研究所の博士研究員になられた馬

渡健太郎氏との共同研究が進んでいる。余剰次元模型が予言する、

ＬＨＣでの重いグラビトン生成事象をシミュレートするプログラム

を完成し、論文を Eur. Phys. J.誌に発表した。現在は、ＬＨＣでヒ

ッグスボソンや重いグラビトンが生成された場合に、そのスピン、

パリティーを測定する方法を検討している。投稿論文を準備中。 

３）将来のコライダーに於ける電弱対称性の破れの物理の精密検証。こ

の課題は、印度の Dutta 氏、中国の Dulat 氏、現在は台湾の Yan 氏、

現在サンタバーバラ理論研究所の吉田健太郎氏、総研大大学院生の

松本悠氏、等の共同研究により多くの成果を発表した。今年度は、

Dutta 氏をＫＥＫに招聘し、将来のリニアコライダーに於けるヒッグ

スボソン結合の精密測定の可能性を検討し、成果を Physical Review 

D 誌に発表した。また、現在の精密実験結果と最近のミューオン異常

磁気能率の測定とを総合することにより、ＬＨＣでの発見が期待さ

れる超対称性粒子のスペクトラムに対する制限を検討した。その成

果は、松本悠氏が２月の京都大学基礎物理学研究所における研究会

で口頭発表した。投稿論文を準備中。 

４）日中韓印にまたがる超長基線ニュートリノ振動実験（Ｔ２ＫＫ実験）

の提案。 

今年には稼動するＴ２Ｋニュートリノ振動実験のビームを韓国でも

観測すると、神岡までとは大きく異なる物質効果を利用することで、

ニュートリノ質量の階層性、レプトンフレーバー混合行列に現れる

ＣＰ非保存位相の測定が可能になるとの提案を 2005 年にし、その詳

細の検討を重ねてきた。今年度は、電子生成シグナルのバックグラ

ンドとなる中性カレントによる中性パイ生成を詳細に検討し、今後

の研究の焦点がこのバックグランドの克服法の開発になることを明
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らかにした。成果はＫＥＫ研究員の岡村氏との共著論文として専門

誌 JHEP に投稿中。また、東海村と韓国間の基線に沿った地殻の物質

分布を詳細に調べ、その結果をＫＥＫ研究員の岡村氏、泉田氏との

共著論文として準備中。拠点事業の最終年度を控え、Ｔ２ＫＫ計画

に関する共同研究に韓国側責任者の Ko 氏を招聘することで、文字通

り日韓の共同理論研究とするべく、準備を進めている。次年度の共

著論文で、中性パイバックグランドの定量的評価と、反ニュートリ

ノビームを用いることの効果とを検討する予定である。 

５）宇宙初期の物理と素粒子理論模型の研究に関しては、報告するべき

成果がない。Xinmin Zhang 氏の招聘が実現しなかったためである。

６）ＫＥＫ理論部研究会は２００９年３月３日から６日までＫＥＫで開

催された。項目１の共同研究のため招聘した韓国のC.Yu氏が参加し、

非相対論的量子色力学の成果について口頭発表をした。 

 

日本側参加者数 

30 名 （１３－１ 日本側参加者研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

16 名 （１３－２ 中国側参加研究者リストを参照） 

韓国側参加者数 

11 名 （１３－３ 韓国側参加研究者リストを参照） 

インド側参加者数 

6 名 （１３－４ インド側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 JR-00-B4 研究開始年度 H14 研究終了年度 H21 

研究課題名 （和文）北京高能物理研究所電子陽電子衝突スペクトロメーター

(BES)J/Ψ崩壊データの解析による中間子状態の系統的研究―カイラル粒

子探索― 

（英文））Studies on Meson States in Analyses on the J/Ψ Decay Data 

obtained by BES at BEPC – Search for Chiral Particles- 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文））黒川真一 高エネルギー加速器研究機構・加速器研究系・総主幹

教授 

（ 英 文 ） Shin-ichi Kurokawa, High Energy Accelerator Research 

Organization, Accelerator Laboratory, Deputy Director, Professor 

相手側代表者 

氏名・所属・職 

中国：李衛国・中国科学院高能物理研究所・教授・BES 共同研究責任者 

Weiguo Li, Institute for High Energy Physics, CAS, Professor, 

Spokesperson of the BES Collaboration 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

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(JSPS) 中国 韓国 インド 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 

(JSPS) 
実施計画  8/40 0/0 0/0 8/40 

実績 9/48 

(1/14) 

0/0 0/0 9/48 

(1/14) 

中国 
 

実施計画 0/0  0/0 0/0 0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

韓国 
 

実施計画 0/0 0/0  0/0 0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

ｲﾝﾄﾞ 実施計画 0/0 0/0 0/0  0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

合計 

 

実施計画 0/0 8/40 0/0 0/0  

 実績 0/0 9/48 

(1/14） 

0/0 0/0 

②国内での交流       2/2   人／人日 
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２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

H20 実施：19 年度の成果を引き継ぎ、20 年度おいては、 

1) IHEP(Beijing)BESII データ J/Ψ → KSKSπ
+π−崩壊における KSπ±事象解析に

より、strange quark 関与の中間子状態、荷電κ粒子解析を完了し、荷電

粒子を同定した。 これにより、基底状態カイラルノネット確定のプロジ

ェクトを一層進展させた。この研究は、二つの KS を同定する解析作業に

始まって、多大の努力を要した。前年度に行った、J/Ψ → KSKSπ
+π−崩壊

における KS 事象確定解析に引き続いて行われたものであり、三度に亘っ

て IHEP 訪問・会合の結果、論文は現在 BES 共同研究の審査段階にあり、

数週間のうちに出版予定である。（出版予定論文“Observation of charged 

κ in J/ψ→K*(892)±KSπ∓, KS(892)
±→KS π∓ at BESII”。) またこの間、

駒田は日大の支援を得て 8 月に更に 2 週間 IHEP に長期滞在し、特に Ks

事象選別について関係者と議論を重ねた。詳細は 共同研究 Analysis Memo

に記され、BES データ解析に供される。 

2) Strange meson, extra κ 解析については、高統計精度データ(BESIII)を

待ちたい。また、荷電κ解析と並んで、J/Ψ → K+K−π+π−崩壊におけるρK+K−

系の解析を完了し、K1(1270)→ρK の分岐比を確定した。これにより、軸

性ベクトル中間子 K1A 及び K1B の混合比θK を決定。また同時に、K+K−系に

a2(1700)の Breit-Wigner 共鳴パラメターを得た。論文は、現在 BES 共同

研究の審査段階にあり、数週間のうちに出版予定である。（出版予定論

文”PWA studies of a ρK+K− system in the J/ψ→K+K−π+π− decay at 

BESII”） 

3)  ρK+K−系の解析に関わり、J/Ψ → ρK+K−の部分波解析表式を開発した。こ

の表式の定式化は一般性のあるもので、広く部分波解析に用いられて有用

なものであり、学術誌に投稿予定である（出版予定論文”Formalism for 

Partial Wave Analysis of J/ψ→ρK+K−”）。 

4）BESII データに関わるものでないが、SND・CMD2 (Novosibirsk)及び Babar

（SLAC）の e+e− annihilation データを解析し、low mass vector states 

(ρ(1250) 及 び ω(1250)) を 観 測 し た 。 こ れ ら は U~(12) level 

classification scheme が予想する extra vectors nonets の構成員とし

て極めて興味深い対象である。論文に纏め、出版予定である（出版予定論

文”Low mass extra vector meson, ω(1250) in the re-analysis on the 

data of e+e- annihilation”）。また 

5）low mass vector states の relative phases に関して、U~(12)SF level 

classification scheme に基づき、 理論的考察がなされ論文に纏められ

た（出版予定論文”Relative Phases between Photn-Vector Meson 

Couplings in the Covariant U~(12)SF Classification Scheme”）。 

6）研究の展開のため、シグマグループ全体会合（7回）及び夏のセミナー（1
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回・3日間）をもち、解析・研究の全体的検討を行った。 

7）これらの研究は H21 年度に引き継がれる。特にイ）BESII J/Ψ → K+K−π+π−

及び J/Ψ → KSKSπ+π−データ解析においてにヒントが得られている U~(12) 

level classification scheme が予想する 1.2GeV 近傍の extra scalar, κ'

の探索、 ロ）稼動が始まった BEPCII における BESIII データの解析検討、

更に、ハ）BELLE データの解析が計画として組まれる。解析結果は 

Hadron’09 に報告予定。 

上記のイ）及びロ）解析の為、H21 年度も IHEP に於いて打ち合わせ・検討を

行う。これに必要な経費を H21 年度に申請する。 

 

日本側参加者数 

13 名 （１３－１ 日本側参加者研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

6 名 （１３－２ 中国側参加研究者リストを参照） 

韓国側参加者数 

0 名 （１３－３ 韓国側参加研究者リストを参照） 

インド側参加者数 

0 名 （１３－４ インド側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 JR-00- C1 研究開始年度 平成 12 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）シンクロトロン放射光源用加速器の高度化に関する共同研究 

（英文）Upgrade of accelerators for SR sources 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）春日俊夫・高エネルギー加速器研究機構・教授 

（英文）Toshio Kasuga, High Energy Accelerator Research Organization, Professor

相手側代表者 

氏名・所属・職 

中国：鮭 爺況 高能物理研究所・教授 

HU Tiandou, Institute of High Energy Physics, Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

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(JSPS) 中国 韓国 インド 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 

(JSPS) 
実施計画  5/35 0/0 0/0 5/35 

実績 5/25 1/4 0/0 6/29 

中国 
 

実施計画 6/87  0/0 0/0 6/87 

実績 5/104 0/0 0/0 5/104 

韓国 
 

実施計画 0/0 0/0  0/0 0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

ｲﾝﾄﾞ 実施計画 0/0 0/0 0/0  0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

合計 

 

実施計画 6/87 5/35 0/0 0/0  

 実績 5/104 5/25 1/4 0/0 

②国内での交流      0/0   人／人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

中国科学技術大学においては、放射光専用の 800MeV 電子ストレジリ

ング NSRL が稼働中であり、上海応用物理研では第三世代光源上海放射

光施設の建設が終了し運転を開始している。 
日本においては、本研究機構の 2.5 GeV の PF、6.5 GeV の PF-AR、

SPring-8、広島大学 HiSOR をはじめ多くの放射光専用電子ストレジリン

グが稼働中である。本共同研究においては、実質的な放射光源の性能を

左右する様々なビームの振る舞いの研究、ビーム安定化法の研究、挿入

光源及びビームラインの高性能化の研究を行ってきた。これらの研究は、

既設の放射光源の実質的な性能を大幅に向上させることとなっている。

この分野で実績を有する日本側研究者及び中国側研究者が相互訪問を行

い、交流について具体的な立案を行い、共同研究を行ってきた。昨年度

報告したように上海放射光施設は本機構が貸与している常伝導の高周波

加速空洞を用いてビーム蓄積に成功しているが、本年度は予定通り超伝

導空洞を用いての運転を開始している。引き続き光学的ビーム診断系の
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立ち上げおよび真空系の整備に協力している。韓国ポハン加速器研究所

（PAL）2.5GeV 光源に於いては Top-up 運転の準備が進行中である。PF
においても Top-up モードでのユーザー運転が試行中である。PAL に於い

て行われた Top-up に関する議論は両放射光源に於ける Top-up 運転に資

するものである。本年度はインドとの人的交流は行われなかったが、電

子メールにより放射光源である INDUS のビーム運動学の検討が行われ

た。 
 

日本側参加者数  

108 名 （１３－１ 日本側参加者研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

239 名 （１３－２ 中国側参加研究者リストを参照） 

韓国側参加者数 

0 名 （１３－３ 韓国側参加研究者リストを参照） 

インド側参加者数 

0 名 （１３－４ インド側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 JR-00- C2 研究開始年度 平成 12 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

研究課題名 （和文）シンクロトロン放射光ビ－ムラインの高度化及び利用研究に関

する共同研究 

（英文）Joint Program for the Development of Beamline Components 
and Experimental applications on Synchrotron Radiation 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）河田洋・高エネルギー加速器研究機構・教授 

（英文）Hiroshi Kawata, High Energy Accelerator Research Organization, 

Professor 

相手側代表者 

氏名・所属・職 

中国：俾 咲旬・上海放射光施設・副所長 

Xu Hongjie, Shanghai Synchrotron Radiation Facility,  

Director 
インド：MILAN Sanyal, Saha Institute for Nuclear Physics, Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相

手国予算による）

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(JSPS) 中国 韓国 インド 計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 

(JSPS) 
実施計画  2/14 0/0 1/7 3/21 

実績 2/6 0/0 0/0 2/6 

中国 
 

実施計画 6/213  0/0 0/0 6/213 

実績 8/161 0/0 0/0 8/161 

韓国 
 

実施計画 0/0 0/0  0/0 0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

ｲﾝﾄﾞ 実施計画 0/0 0/0 0/0  0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

合計 

 

実施計画 6/213 2/14 0/0 1/7  

 実績 8/161 2/6 0/0 0/0 

②国内での交流      0/0   人／人日 
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２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

20年度も主にPFおよびPF-ARのいくつかの先端的放射光ビームライン

の建設、研究プロジェクト、ビームラインの高度化等の研究テーマの中

から研究者を受け入れた。  

 BSRF からは Crystallography beamline や m-XRF measurement and 

X-ray microbeam beamline、beam line control system と言った、実務

的な目的を絞った来訪が主で、この拠点大学でのプロジェクトを通して、

施設的に安定、成熟してきた感がある。拠点大学での協力や共同研究が

少なからず役立っていると自負している。 

 第 3世代放射光源として立ち上がった SSRF とも引き続き幅広い交流

を行い、協力体制を密接なものにしている。基本的な技術的交流から XAFS 

ビームライン、Soft X-ray ビームラインと言った具体的な特定のビーム

ラインでの技術交流に移ってきている。また、PF がその立ち上げに協力

していたビームラインの Commissioning が上手く行ったと今年 1 月に担

当者の Tai 氏から連絡があった。 

 19 年度から始まったインドとの交流は、20 年度は更に発展し、KEK

とインド政府化学技術省科学技術局（DST)間における科学的、技術的協

力を更に強固にする覚書の締結に至った。この覚書には DST が PF 内にイ

ンド研究者用のビームラインを設置することが含まれている。 

 20 年度は、3 月に Protein crystallography 担当の五十嵐教之氏、

SXビームライン及びその利用研究を専門とする雨宮健太氏の両名を SSRL

に派遣した。どちらも PF での重点ビームラインの一つあり、この分野で

の来訪者も多いことから、今回そのビームラインと SSRL でのその分野の

現状、取り組みについて視察し、関係者とのディスカッションを通して

次年度以降どのような協力、共同研究が有用か協議した。 
 

日本側参加者数  

107 名 （１３－１ 日本側参加者研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

237 名 （１３－２ 中国側参加研究者リストを参照） 

韓国側参加者数 

0 名 （１３－３ 韓国側参加研究者リストを参照） 

インド側参加者数 

1 名 （１３－４ インド側参加研究者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

―実施したセミナーごとに作成してください。－ 
整理番号 S-08-01 

セミナー名 
（和文）JSPS 拠点大学交流事業「加速器におけるビーム不安定性」

（英文）Beam Instability in Accelerators 
開催時期 平成２０年１２月１日 ～ 平成２０年１２月２日（２日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、茨城県つくば市、高エネルギー加速器研究機構 
（ 英 文 ） High Energy Accelerator Research Organization, 
Tsukuba, Japan 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）福間均、高エネルギー加速器研究機構・准教授 
（英文）Hitoshi Fukuma, High Energy Accelerator Research 
Organization, associate professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

 

参加者数 

① 拠点大学交流事業の経費を受けて参加した人数・人日数 
（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 

計 

日本側参加者     0/0   （ / ）人/人日 2/14 

（  /  ）

 人/人日

中国側参加者         2/14    （ / ）人/人日 

(  ) 国(地域)側参加者         0/0     （  /  ）人/人日 

② 本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者              12 人 

15 人

中国側参加者               1 人 

(韓国) 国(地域)側参加者               2 人 

①と②の合計人数       18 人 

セミナー開催の目的 

 IHEP の衝突型加速器 BEPCII ではコミッショニングが本格化し、

20 年度には BESIII 測定器を設置したビーム衝突が始まった。また、

KEK の衝突型加速器 KEKB では昨年度から世界初のクラブ空洞を

用いたクラブ衝突運転が続けられている。この機会に、KEKB と

BEPCII でのビーム不安定性に関する最新の情報を持ちより問題点

等を議論し、加速器の今後の性能改善に役立てることが本セミナー

の主たる目的であった。 
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セミナーの成果 

 
1) KEKB および BEPCII でのビーム不安定性に関する理解 

 セミナーでは、中国側参加者によって、BEPCII での電子雲不安

定性の研究、BEPCII でのビーム不安定性によるビームスペクトル

の観測および BEPCII でのビーム-ビーム効果の研究について講演

があった。日本側参加者からは KEKB での単バンチ不安定性の研

究、KEKB での電子雲密度測定および KEKB でのビーム－ビーム

効果に関する講演があった。いずれも、KEKB と BEPCII でのビ

ーム不安定性に関する最近の研究情報を提供するものであり

KEKB および BEPCII でのビーム不安定性に関する参加者の理解を

深めることができた。 

2) KEKB および BEPCII の性能向上への貢献 

 セミナーでは、電子雲除去のための静電電極とグルーブ表面の開

発、不安定性抑制のためのフィードバックシステム、ゲートモニタ

によるビーム測定等の不安定抑制法と不安定観測に関する講演が

あった。1)で述べた講演とともに、KEKB および BEPCII の性能向

上に役立つ情報が参加者に提供された。 

3) 今後の A-2 グループの研究方針の整理 

 セミナーでは、KEKB および BEPCII でのビーム不安定性に関

する最新情報が得られ、関連する項目についての議論ができたため

今後の A-2 グループの研究方針の整理に役立った。 

4) その他 

 セミナーでは大学院生による発表が 3 件あり、若手研究者の教育

という意味でも本セミナーは有用だった。 

セミナーの運営組織 

組織委員会 

 福間均 高エネルギー加速器研究機構 

 大見和史 高エネルギー加速器研究機構 

 Qing Qin 高能物理研究所 

 Jiuqing Wang 高能物理研究所 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 国内旅費、バンケット費、コーヒーブレーク費 
金額 220 千円 

中国側 内容 旅費       金額 300 千円 
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整理番号 S-08-02 

セミナー名 
（和文）JSPS 拠点プログラム｢第二回 ILC アジア研究開発セミナー｣

（ 英 文 ） 2nd ILC Asian R&D Seminar Supported by 

Core-University Program of JSPS 
開催時期 平成２０年 ９月２９日 ～ 平成２０年１０月 ２日（ ４日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）韓国・慶北・慶北大学と浦項・放射光研究所 

（英文）Kyungpook National University・PLS 
日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）浦川 順治 ・ 高エネルギー加速器研究機構 ・ 教授 
（英文）Junji Urakawa, High Energy Accelerator Research Organization, 

Professor 
相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

Eun-San Kim・慶北大学・ 教授 

参加者数 

③ 拠点大学交流事業の経費を受けて参加した人数・人日数 
（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 

計 

日本側参加者     15/77  （ / ）人/人日 15/77 

（ / ）

 人/人日

韓国側参加者         /     （ / ）人/人日 

(   ) 国(地域)側参加者        /     （ /  ）人/人日 

④ 本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者             0 人 

38   

人

韓国側参加者            30 人 

(中国) 国(地域)側参加者             3 人 

(インド) 国(地域)側参加者             1 人 

(第三国) 国(地域)側参加者             4 人 

①と②の合計人数       53 人 

セミナー開催の目的 

【概要】：開催者Kim教授の提案に従って、本セミナーをATF2 
project meeting と の 合 同 Workshop に 変 更 し た 。

( http://chep.knu.ac.kr/ILCRD/ )を参照。また、PALとの共同研究

打ち合わせも行った。 
 参加者による ILC の研究開発状況報告およびアジア（中国、韓国、

インド）等との ILC 研究開発国際協力提案を行い、内容について

検討して、共同研究の目的を明確にする。  

 44

http://chep.knu.ac.kr/ILCRD/


セミナーの成果 

本合同セミナーは韓国の研究者の ILC に参加する機運を高める目

的で開催され、その目的に合った会議であった。また、この会議に

よって日本への来訪研究者が増え、より密接な研究技術協力が期待

できるようになったと言える。PAL 研究所、所長等との技術打ち

合わせによって、直線加速器に関する技術協力を進めることになっ

た。 
今後アジア共同でリニアコライダーの開発研究をより推進するた

めには、中国、韓国、インド側が日本における活動状況をより熟知

する機会を作る必要がある。共同研究開発の９年目に、このような

セミナーを開催したことによって、アジア多国間の相互理解をより

深めるのと同時に先端加速器開発研究の必要性が色々な観点から

より理解された。また、このセミナーで、ATF と STF における共

同研究の実施方針について時間をかけて討議できたので、今後の共

同研究開発の内容がより明確なものになった。 

平成１８年度からインド、中国、韓国の研究者が KEK の光高周波

電子源でのビーム発生研究に参加している。平成２０年度もこの実

験で得られた結果に基づいて意見交換を行い、実用的な高輝度電子

源の設計製作に関する具体的な協力プランを作成した。特にイン

ド、中国、韓国で小型の FEL 計画が進められ、高輝度電子源の技

術が必要になっている。この技術に関しては日本の我々グループの

経験と成果がアジア３国の計画に貢献している。一方、超伝導加速

空洞開発では、材料製造・加工・表面処理等の技術をアジア３国と

共有しながら、３国からの STF 計画への研究協力が活発化してい

る。 

セミナーの運営組織 

浦川順治 高エネルギー加速器研究機構・教授（組織委員長） 

Eun-San Kim、慶北大学、教授（組織委員会幹事） 

Pei Guoxi、高能物理学研究所、教授（組織委員会委員） 

早野仁司 高エネルギー加速器研究機構・准教授（組織委員会委員）

In Soo Ko、ポーハン工科大学、教授（組織委員会委員） 

Zhao Zhengtang・上海放射光研究所・教授（組織委員会委員） 

S. Krishnagopal, Professor of CAT, India（組織委員会委員） 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 15 名、60 人日     金額 2,567,012 円 
交通費、日当、宿泊費 

韓国側 内容 韓国：セミナー準備費等  金額 1,000,000 円 
中国、300,000 円（交通費、日当、宿泊費） 
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整理番号 S-08-03 
セミナー名 （和文）JSPS 拠点大学交流事業「EPICS セミナー」 

（英文）EPICS Seminar supported by Core University Program 

of JSPS 
開催時期 平成 21 年 1 月 27 日～平成 21 年 1 月 30 日（4 日間） 
開催地（国（地域）名、

都市名、会場名） 
（和文）インド共和国、インドール、RRCAT 
（英文）RRCAT、Indore, India 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）山本昇・KEK 加速器・准教授 
（英文）Noboru Yamamoto, KEK Acc. Lab. , Assoc. Prof. 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

Pravin Fatnani, RRCAT, SOG 

参 加 者

数 

①拠点大学交流事業の経費を受けて参加した人数・人日数 

（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者    5／40 （ ／ ）人/人日 5/40 

（  ／  ）

 人/人日

インド側参加者    ／  （ ／ ）人/人日 

（   ）国(地域)側参加者    ／  （ ／ ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者             0 人 

33 人

インド側参加者             33 人 

（    ）国(地域)側参加者              人 

①と②の合計人数       ３８人 

セミナー開催の

目的 
加速器制御システムのフレームワークである EPICS の加速器制御シス

テムへの応用についての講義および実習を実施する。KEK から古川、

佐藤、中村、山本の４名および米国 APS/ANL より Marty Kraimer 氏
が本会経費によりセミナー講師として参加した。 

セミナーの成果 講師として参加した５名を含み 38 名の参加者で実施された。 
セミナーは講師による講義と受講者が参加する実習で構成されている。

講義は EPICS の概要から始まり、EPICS でのアプリケーション環境構

築、データベースの詳細、CA アプリケーションの作成、Device Support
の概要など EPICS フレームワークの全体をカバーするものであった。

実習では、この講義の内容に基づき受講者が実際に EPICS アプリケー

ションを作成し、EPICS に基づく制御システムを構築する一通りの作業

を通して学ぶこととなった。また、この実習とその間の講師陣との質疑

応答によって、理解をより深めることができた。この実習では KEK が

開発した 1CD EPICS system with Linux を利用しており、これにより、

均一な環境で EPICS 教育を進める事ができるようになった。また、こ

の実習を通じて 1CD EPICS system with Linux そのものの改善を進める

ヒントが得られた。 
セミナー第二日には、参加者から各機関の制御システムの現状とその問

題点等について報告を行った。KEK 等からの報告では現実の加速器制

御システムにおいて、EPICS がどのように使われているか紹介され、
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EPICS の理解を深めることに役立つこととなった。 
最終日の総括では、EPICS に初めて触れた参加者から有意義なセミナ

ーであったとの声も聞かれた。今後 RRCAT でも現有機器の EPICS を

用いた制御の検討を進めるとのことで、今後も共同研究／協力を推進す

ることが重要である。セミナー後、RRCAT では制御システムの EPICS
に基づいた更新作業が進められている。前回のインドでのセミナー開催

地でも同様に制御システムの更新が進められており、EPICS セミナー実

施の効果が顕著である。 
セミナーの運営

組織 
RRCAT RF & Control group および KEK 加速器 EPICS group の共

催 

開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容 日本側講師渡航旅費・滞在費 
金額 2,000 千円 

インド側 内容 会場及び実習用機器の設営及び運営、セミナー配布資料作成

金額 1,000 千円 
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整理番号 S-08-04 

セミナー名 

（和文）JSPS 拠点大学交流事業 第 3回アジアサマースクール「レ

ーザープラズマ加速と放射」 
（英文）The 3rd Asian Summer School on Laser and Plasma acceleration 

and Radiations supported by Core University Program of JSPS 
開催時期 平成 20 年 7 月 21 日〜平成 20 年 7 月 25 日（ 5 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）韓国・光州市・韓国光州科学技術院 
（英文） 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）中島一久・高エネルギー加速器研究機構・准教授 
（英文）Kazuhisa Nakajima, KEK, Ass. Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

Hyyong Suk, Gwangju Institute of Science and Technology,, 

Professor  

参加者数 

⑤ 拠点大学交流事業の経費を受けて参加した人数・人日数 
（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 

計 

日本側参加者     3/19  （ / ）人/人日 3/19 

（ / ）

 人/人日

韓国側参加者         /     （ / ）人/人日 

(   ) 国(地域)側参加者         /     （ / ）人/人日 

⑥ 本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者             2 人 

16

人

韓国側参加者             11 人 

(中国) 国(地域)側参加者             1 人 

(インド) 国(地域)側参加者             1 人 

(台湾) 国(地域)側参加者             1 人 

①と②の合計人数       19 人 

セミナー開催の目的 

本セミナーはアジアの大学院学生および若手研究者を対象に新

しい粒子加速原理であるレーザーとプラズマ加速とそれらを用い

る新しい放射光源の原理に関する基礎から最新の結果や応用まで

の一連のチュートリアルな講義を与え、アジアにおける新分野の振

興、研究交流と人材育成を推進することを目的に実施された。 
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セミナーの成果 

第１回の北京、第２回の京都に引き続き、第３回目のサマースクー

ルを韓国光州科学技術院で開催され、アジアの大学院学生、ポスド

ク、若手研究者を対象に急速に進歩するレーザー加速や放射光源の

基礎から最新の成果を講義した。 
今回のトピックスは 
1.電子およびイオンのレーザープラズマ加速 
2.X 線およびテラヘルツ線のコヒーレント放射 
3.高強度レーザー技術 
4.レーザープラズマ相互作用のシミュレーション 
5.従来型粒子加速器とシンクロトロン放射光源 
などの講義内容で行われた。 
講師、聴講者を含め 5０余名の参加者をもって、活発な議論が展開

され盛況であった。今回は、ホスト研究所の GIST が「アジアレー

ザーセンター」として台湾、インド、インドネシア、マレーシア、

ベトナム、ヨルダンからの学生または若手研究者の参加を支援した

ため、従来の日中韓中心の参加者から名実ともにアジアサマースク

ールにふさわしい会議になり、定着した感がある。中国からは、最

近の地震の影響で講師以外の学生の参加が中止になったため、参加

者全数は、前回程度であったが、個々の講義も余裕をもって行え、

質疑応答も活発であった。また期間中には、講義以外でも参加者同

士が全員知り合えるほど親密な交流の場ができたことは大きな収

穫であった。次回については、オーストラリア、ニュージランドな

どにも呼びかけ、アメリカ、カナダなども含め、「アジア太平洋サ

マースクール」に拡大する構想が議論され、開催地として台湾が立

候補し、台湾側で具体的な検討を行うことになった。 

セミナーの運営組織 

Advanced Photonics Research Institute (APRI), Gwangju 
Institute of Science and Technology (GIST) 
Japan Society for the Promotion of Science CORE University 
Program on Accelerator Science 
Korea-China-Japan International Research Collaboration in 
Development and Applications of Ultrashort High Intense 
Lasers 
Asian Intense Laser Network (AILN) Asian Committee for 
Future Accelerators (ACFA) 
Gwangju Convention & Visitors Bureau (GCVB) 
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開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 日本側講師および参加学生渡航旅費・滞在費 
金額 600 千円 

韓国側 内容 会場運営費、韓国、中国、台湾講師招聘費、韓国内および

アジア学生（日本を除く）参加援助、晩餐会・遠足費用     

金額 3,000 千円 
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整理番号 S-08-05 

セミナー名 
（和文）JSPS 拠点大学交流事業｢リニアコライダー・セミナー｣ 
（英文）Lenear Collider Seminar Supported by Core University 
Program of JSPS 

開催時期 平成 21 年 1 月 26 日 ～ 平成 21 年 2 月 4 日（10 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）可変エネルギーサイクロトロンセンター、インド、コルカ

タ 
（ 英 文 ） Variable Energy Cyclotron Centre(VECC), India, 
Kolkata 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）黒川 眞一・高エネルギー加速器研究機構・教授 
（英文）Shin-ichi Kurokawa, High Energy Accelerator Research 
Organization, Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

Rakesh Bhandari 
Variable Energy Cyclotron Centre 
Executive Director 

参加者数 

⑦ 拠点大学交流事業の経費を受けて参加した人数・人日数 
（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 

計 

日本側参加者     9/100  （ / ）人/人日 9/100 

（ / ）

 人/人日

インド側参加者         /     （ / ）人/人日 

(   ) 国(地域)側参加者         /     （ / ）人/人日 

⑧ 本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者             0 人 

59 人 

インド側参加者            59 人 

(   ) 国(地域)側参加者              人 

①と②の合計人数      68  人 

セミナー開催の目的 

リニアコライダーをはじめとする、加速器に用いられる超伝導技術

（超伝導電磁石、超伝導高周波空洞、ヘリウム冷凍機）に関して、

基礎から応用にいたるまでの系統的な講義を日印が協力しながら5
日間にわたって行う。このセミナーにおいては、講義の参加者が、

事前の知識を持たなくても超伝導技術の本質を理解できるように

することをねらう。超伝導技術の講義に加え、加速器の基礎に関す

る講義も用意し、超伝導技術が、加速器の高度化になぜ必要かを明

らかにする。また、このセミナーにおいては演習を行い、受講者の

理解度を高める努力をする。 
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セミナーの成果 

インドにおいては、超伝導技術に関する関心が非常に高く、超伝導

技術に関する系統だった講義が強く望まれている。このセミナーに

参加した 50 名のインド時聴講生は、非常に熱心に交互を聞き、活

発に質問を行った。このセミナーを日印が協力して行うことによ

り、インドでの超伝導技術の発展に資することができた上に、今後

の超伝導技術に関する日印協力の発展の礎を築いたといえる。 
 本経費を用いて参加した日本人研究者および英国人研究者は、セ

ミナーの講師を務め、それぞれ講義を受け持った。総研大のインド

人大学院生３名および日本人研究者 1 名(中西弘太)は、講義を聴講

するとともに、演習の補助者の役割を果たした。 

セミナーの運営組織 

日本側：黒川 眞一 
高エネルギー加速器研究機構・教授 

相手国側：Rakesh Bhandari 
可変エネルギーサイクロトロンセンター・教授 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 日本側講師および参加学生渡航旅費・滞在費 
金額 2,773 千円 

インド側 内容 会場運営費等 
金額 1,000 千円 
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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                 （単位：人／人日） 

派遣先 

派遣元 
日本 中国 韓国 インド 計 

日本 
実施計画  5/20 4/12 6/28 15/60 

実績 2/9 2/14 9/108 13/131 

中国 
実施計画 4/14  0/0 0/0 4/14 

実績 4/15   4/15 

韓国 
実施計画 3/12 0/0  0/0 3/12 

実績 1/6 0/0 0/0 1/6 

インド 
実施計画 5/25 0/0 0/0  5/25 

実績 1/8 0/0 0/0 1/8 

合計 
実施計画 12/51 5/20 4/12 6/28 27/111 

実績 6/29 2/9 2/14 9/108 19/160 

②  国内での交流      6/11  人／人日 
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１１．平成２０年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 １５,３７１,１９２  

外国旅費 ２０,８３４,７４４  

謝金 ０  

備品・消耗品購入費 ７０５,０９７  

その他経費 ７０８,９６７  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

０  

計 ３７,６２０,０００  

委託手数料 ３,７６２,０００  

合  計 ４１,３８２,０００  

 
 
１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 

 経費使用額（円） 交流人数（人／人日） 

第１四半期 ３,７６４,６５４ ２３／５７１ 

第２四半期 ３,３３４,８８０ ３３／５２７ 

第３四半期 ９,４７６,４８７ ３３／６２３ 

第４四半期 ２１,０４３,９７９ １０６／１００５ 

計 ３７,６２０,０００ １９５／２７２６ 

 
 


