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アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
平成２１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://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） 
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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．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。 
 
 
７．平成２１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 
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SESAME においては若手研究者の養成が最も緊急かつ重要な課題となっているが、本事

業においては SESAME に設置されている Training Committeeを通じて研究者育成に係る

コーディネートの役割を担っており、これまで行われた活動を通じ、本機構と SESAME と

の協力体制の基盤が整いつつある。本事業は今年度で 3 年間の実施期間が終了となるが、

今後も体制の確立に向け積極的に協力を行う予定である。 
また、今年度に行ったセミナーではヨルダンを含む中東地域の研究者が数多く参加し、

日本側拠点機関、協力機関の研究者と中東地域の科学者との間のネットワーク構築におい

て非常に有意義なものとなった。 
 

７－２ 学術面の成果 

SESAME は平成 26 年度の利用開始を目指して、平成 20 年に完成した建屋の中で加速器

の建設が進行中であり、この間に建設すべき最初のビームライン 7 本が決められその設計

が進められている。この時期において重要なことは、加速器とビームライン建設について

技術的な協力を行うことと、利用開始にあたって放射光利用研究を行う中核的な研究者と

なるであろう中東地域の若手研究者の育成である。中東地域において、放射光科学に関心

を持つ若手研究者は潜在的に多くいるが、現状ではその素養を高めることから始める段階

であり、本事業において中東地域の研究者と日本人研究者が対等に放射光利用研究を行う

地ならしを行うことができた。 
平成21年度には、トルコ人研究者を高エネルギー加速器研究機構及びSPring8に招聘し、

構造物性の研究を行い、またトルコで開催したセミナーでは、放射光科学全般に関する講

義と実習を行った。これら共同研究及びセミナー等は、中東地域における放射光科学のレ

ベルの向上、SESAME 完成後の実験・研究の実施に大きく貢献するものである。 
また共同研究、セミナー等を通じた研究者交流により、SESAME の研究者の中で、欧米

での放射光利用経験者がかなりいることが分かり、今後は放射光科学の基礎的な部分のみ

ならず、構造生物、構造物性等の共同研究の実施について方策を立てることができたのは

成果である。 

 
７－３ 若手研究者養成 

今年度行った放射光応用に関するセミナーには、トルコ、ヨルダンを始めとするSESAME
の若手研究者が約 50 名参加した。このセミナーは、放射光科学の全体を概括する講義と、

放射光科学の特定領域についての実習から成り、SESAME の若手研究者の養成に大きく貢

献したと考える。また、日本側から派遣したセミナー講師に若手研究者や大学院生を加え、

SESAME の若手研究者とディスカッションする機会を設けた。これにより、日本側の若手

研究者に、中東地域における放射光科学分野の研究の現状を認知させることができた。こ

のセミナーは昨年度エジプトで行ったものに続くもので、SESAME 側からその教育効果が

非常に高く評価され、また、参加者に対するセミナー後のアンケートでも今後継続して開

催してほしいとの要望が強かった。 
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７－４ 社会貢献 

本事業で開催したセミナーにおいては、参加者の国・地域としては紛争中の関係にある

にもかかわらず、研究の目的で集まり、講義を受け、実習を共にしたことは、ユネスコ主

導のプログラムである SESAME 計画の精神を具体的に進めるために大変有効であったと

言える。また、放射光施設という中東で最も大きな科学研究施設設置の意義とそれを使っ

た先端的な研究を進めることの重要さを広く認知させることができたことは、中東地域に

おける科学技術振興の観点から重要である。 
 

７－５ 今後の課題・問題点 

 本事業では現地でのセミナーを通しての若手研究者の啓蒙と、日本への若手研究者・技

術者の招聘による施設での技術習得を柱としたが、予算の関係から、セミナーを重視せざ

るを得なかった。加速器やビームラインの建設がまさに進行中の時であるので、招聘にも

重点を置くようにしなければいけない。また、セミナーに関しては、これまでの 2 回の開

催で、放射光の意義についての啓蒙はかなり進んだと思われるので、今後は建設予定のビ

ームラインに即した内容にするなどの工夫が必要である。 
 これまで中東に放射光施設がないという事情から、これらの地域の研究者は主に欧州の

施設を利用して研究を進めてきたところではあるが、本事業をきっかけとして日本の施設

を利用した共同研究の実施に向けて道筋をつけることができ、当該地域での放射光科学の

一層の活性化が期待できる。今後はこれら中東地域の研究者の受入、より効果的な共同研

究を実施する仕組みの構築が課題といえる。 
 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２１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 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 

 

※日本放射光学会誌に投稿中 

※IUCr Newsletter に投稿予定 
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８．平成２１年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

平成 22 年 3 月にトルコの若手研究者 1 名を、高エネルギー加速器研究機構及び SPring-8
に 2週間招聘し、放射光利用研究についての共同研究を行った。SESAMEの放射光施設は、

高エネルギー加速器研究機構の放射光施設（PF）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類似の実験に参加させ、実験技術を習得させることができ

た。また、第 3 世代放射光施設 SPring-8 や建設中の XFEL を見学し、放射光施設について

の見聞を広めた。さらに、PF のユーザーズミーティングに出席し、放射光施設における利

用者の結束の重要性を認識させることができた。 
 

８－２ セミナー 

 平成 22 年 3 月に、トルコのアンタリアにおいて 1 週間の放射光セミナーを開催した。

SESAME 関連諸国から 50 名の研究者が参加したこのセミナーは、昨年度にエジプトで行

ったセミナーと同様に、放射光科学の全般についての講義と実習からなり、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。また実習については中東の研究者が

なかなか参加する機会がないことから、セミナーの効果を大いに高めることとなり、参加

者から高い評価を受け、継続して開催する希望が多かった。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 SESAME 側との本事業の交流に関する打合せのため、平成 21 年 7 月にトルコで、11 月

にヨルダンで開催された SESAME 理事会に各 1 名を派遣し、また SESAME の senior staff
を 1 名日本に招聘する予定であったが、セミナーの開催に重点を置いたこともあり、派遣

については別経費で負担することとし、招聘については別途打合せの機会を設けた。 
 3 月のトルコでのセミナーの開催にあたり、日本側関係者が国内でセミナーの実施プログ

ラム、実施方法等について事前打ち合わせを行い、円滑かつ効果的なセミナー実施に向け

て準備を行った。 
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９．平成２１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 

         

          派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日>

ヨルダン

<人／人日>

トルコ 

<人／人日>

パキスタン 

<人／人日> 

合計 

<人／人日>

日本 

<人／人日> 

実施計画 

 
1/5 

10/77 
(13/104) 

0/0 
11/82 

(13/104)

実績 
0/0 

(1/8) 
14/122 
(6/45) 

0/0 
14/122 
(7/53) 

ヨルダン 

<人／人日> 

実施計画 2/55 
 

0/0 
(13/91) 

0/0 
2/55 

(13/91) 

実績 0/0 
0/0 

(3/20) 
0/0 

0/0 
(3/20) 

トルコ 

<人／人日> 

実施計画 0/0 0/0 
 

0/0 0/0 
実績 1/9 0/0 0/0 1/9 

パキスタン 

<人／人日> 

実施計画 1/45 0/0 0/0 
 

1/45 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 3/100 1/5 
10/77 

(26/195) 
0/0 

14/182 
(26/195)

実績 1/9 
0/0 

(1/8) 
14/122 
(9/65) 

0/0 
15/131 
(10/73) 

※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。 

※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 

 0 ／ 0  ＜人／人日＞  4 ／ 6 ＜人／人日＞ 
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１０．平成２１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 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 ヨルダン パキスタン トルコ 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日>  <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  0/0 0/0 0/0 0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

ヨルダン 

<人／人日> 

実施計画 1/45  0/0 0/0 1/45 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

パキスタン 

<人／人日> 

実施計画 1/45 0/0  0/0 1/45 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

トルコ 

(ヨルダン側

参加研究者) 

<人／人日> 

実施計画 0/0 

 

0/0 0/0  0/0 

実績 1/9 0/0 0/0 1/9 

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/90 0/0 0/0 0/0 2/90 

実績 1/9 0/0 0/0 0/0 1/9 

② 国内での交流       人／人日 

２１年度の

研究交流活

動及び成果 

平成 22 年 3 月に、SESAME に所属するトルコの若手研究者 1 名を、高エ

ネルギー加速器研究機構及び SPring-8 に 2 週間招聘し、構造物性について

の共同研究を行った。SESAME の放射光施設は、高エネルギー加速器研究

機構の放射光施設（PF）とほぼ同等の性能を持っていることから、SESAME
で予定されているのと同等のビームラインを利用して実際の構造物性研究

を行った。これにより、物性研究のみならず、実験準備や実験技術といった
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実験手法についても習得させることができた。この他、第 3 世代放射光施設

SPring-8 や建設中の XFEL を見学し、放射光施設についての見聞を広めた。

さらに、PF のユーザーズミーティングに出席し、放射光施設における利用

者の結束の重要性を認識させることができた。 
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 

13 名 （１３－２（ヨルダン）国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－1 
セミナー名 （和文）中東放射光施設 日本学術振興会－サバンチ大学スクール

（英文）SESAME JSPS-SABANCI School 
開催時期 平成 22 年 3 月 1 日 ～ 平成 22 年 3 月 5 日（5 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）トルコ・アンタリア・クラブホテルセラ 
（英文）Turkey・Antalya・Club Hotel Sera 

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）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. 14/122
B. 
C. 5/40

ヨルダン 
<人/人日> 

A. 
B. 
C. 3/20

 
<人/人日> 

A. 
B. 
C. 

合計 
<人/人日> 

A. 14/122
B. 
C. 8/60

 
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 1日から 6日の 6日間、トルコのアンタリアにて、放

射光の応用に関するセミナーを開催した。このセミナーでは、放射光

科学の全般についての講義を行うとともに、いくつかの特定の分野（構

造生物、物性物理、電子構造、XAFS、考古学）についての実習を行っ

た。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

した。また特定の分野では、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狙った。 

セミナーの成果 日本から多数の講師がトルコに行き、放射光応用に関する系統だっ

た講義を行うことにより、多数の SESAME 関連の若手研究者に放射光

応用に関する基礎知識を習得させることができた。さらに構造生物、

物性物理、電子構造、XAFS、考古学の５つの特定の分野においては、

データ解析技術も会得するこができた。講義と実習の組み合わせは、

放射光応用を理解するもっとも有効な方法であり、中東からの参加者

にとって、またとない機会を与えることができたと考える。 
SESAME の拠点はヨルダンにあるが、SESAME 加盟国は東はパキス

タン、西はエジプトまでのアジア・アフリカ諸国に分散しており、放

射光科学分野における中東の研究者の多くが SESAME に参加してい

ることから、このスクールを開催することにより将来 SESAME を担う

こととなる中東地域の若手研究者を養成に大きく貢献したばかりでな

く、中東地域における日本のプレゼンスを高め、日・中東諸国協力関

係の強化にはかることができた。 
セミナーの運営組

織 
日本およびトルコを中心とし、両者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決定、講師決定、

参加者選定などの必要事項を決定した。 
現地におけるセミナーの実際的な運営は、トルコ側が担当した。 

開 催 経

費 分 担

内 容 と

金額 

日本側 内容               金額 
 講師派遣旅費、滞在費       4,300 千円 

相手国(地域) 内容               金額 
 会場費、相手国側講師招聘旅費等  4,000 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                  

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> 

実施計画  1/5 1/5 2/10 

実績 （1/8） （1/5） （2/13） 

ヨルダン 

<人／人日> 

実施計画 1/10  0/0 1/10 

実績 0/0 0/0 0/0 

トルコ 

<人／人日> 

実施計画 0/0 0/0  0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 1/10 1/5 1/5 3/20 

実績 0/0 （1/8） （1/5） （2/13） 

②  国内での交流       4 人／6人日 
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１１．平成２１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 451,120  

外国旅費 4,327,705  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 0  

その他経費 4,790  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

216,385  

計 5,000,000  

委託手数料 500,000  

合  計 5,500,000  

 
 
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 0 0/0 

第２四半期 0 0/0 

第３四半期 0 0/0 

第４四半期 5,000,000 19/137 

計 5,000,000 19/137 

 
 


