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 総合的評価  

 

評 価 

Ａ 想定以上の成果をあげており、当初の目標は達成された。 

Ｂ 想定どおりの成果をあげており、当初の目標は達成された。 

Ｃ ある程度成果があがり、当初の目標も達成された。 

Ｄ 成果が十分にあるとは言えず、当初の目標はほとんど達成されなかった。 

コメント 

 

本事業の目標は電子加速器を軸としてアジア地区全体の加速器科学、素粒子・原子核

物理学、放射光科学の広い領域に渡って研究交流を推進し、アジア地区を欧米に並ぶ第

三極に高めるという遠大なものである。 

当初、日中ではじまった事業は、韓国・インドを巻き込み発展した。１０年の活動の

中で、日本が各国に技術を提供するという雰囲気は薄れ、中国とは対等な関係で相互に

メリットのあるものとなっており、韓国との関係も、地理的に近いこともあり密度の高

い交流が実現している。一番協力を必要としている国であるインドが最後に加わった事

は残念だが、大変困難な状況で開始したものの、関係者の努力で協力関係が確立し、様々

な技術協力により研究者間の共通の認識が生まれたこと、研究開発のための共通の基盤

が培われてきたこと、など高く評価できる。 

 

日本、中国、韓国、インドの研究交流促進により、アジア全体の加速器科学研究の水

準向上、さらには将来の対等な協力関係構築の礎となるという目標は、以下の成果から

も明らかなように十分に達成されたといえる。 

・KEKB における蓄積電流 1.4A、ルミノシティ 1.7×1034cm-2s-1 を達成及び BEPC-II に

おける蓄積電流 500mA、ルミノシティ 3.0×1032cm-2s-1 を達成。 

・電子雲不安定性の本質に関する理解。 

・レーザープラズマ加速によるエネルギー0.56 GeV の単色電子ビームの生成。 

・アジアの加速器並びに放射光施設への EPICS が導入。 

・ILC のための測定器開発における日中韓の共同作業と仕事の分担の進展。 

・Belle 実験での共同研究によるエキゾチック新共鳴粒子の発見。 

・上海 SSRF の加速器及びビームラインの建設・迅速な運転開始。 

 

また、日本と中国を中心としたアジアの研究機関で人的、技術的交流を進める、多く

の若手研究者を参加させ、次世代の研究者育成にも力を入れる、という目標も適切に実

施されて、相互理解や若手研究者の育成、技術の伝承も進んだといえる。 

 

これまで、日本の研究者の指向としても常に欧米に向く傾向があった。たとえばコン

ピューターネットワークも欧米とは 10Gbps 代の強力な国際回線が確保されているのに

対し、近隣諸国とは 1Gbps 程度もしくはそれ以下の細いものしかなく、このような傾向



を転換し、強い共同・協力関係をアジア諸国と結ぶための努力は、本来は国家的な視点

から持続的で強固な財政基盤の下に進められるべきであり、本事業はそのための核を加

速器分野において確立した。近隣の台湾や ASEAN 諸国など対象となる国はまだ多数ある

が、この事業が引き継がれ、アジア地区の科学・技術水準を向上させていくことはひと

えにアジア地区のみならず世界全体にとって大きく貢献するものであり、今後のアジア

における加速器科学の更なる連携と発展が期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１. 事業の目標 

 

観 点 

 10 年間の交流を通じて達成すると定めた目標について、学術的価値、社会的価値、具

体性、実現可能性等の観点から適切な目標であったか 

評 価 

□ 想定以上に適切な目標であった。  

■ 概ね適切な目標であった。 

□ ある程度適切な目標であった。 

□ 適切な目標であったとは言えない。 

コメント 

 

本事業の目標は、日本、中国、韓国、インドの研究交流促進により、アジア全体の加

速器科学研究の水準向上、さらには将来の対等な協力関係構築の礎となるというもので

ある。特に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、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主要な目標で

ある。電子加速器は、その電子ビームを用いて行われる素粒子・原子核物理学の研究、

また加速器から発せられる放射光を用いて行われる物性物理学から生命科学にいたる

広範囲の研究に供せられるだけでなく、物質構造解析や微量分析、分光など現代産業に

必要な様々なツールを提供するという点で、今日の科学・技術基盤としてなくてはなら

ないものであり、アジア諸国が国際関係において欧米と対等に渡り合える産業基盤を構

築するための装置としても、その学術的及び社会的価値は極めて高い。 

また、目標を達成するために選ばれた各プロジェクトも、最先端の装置の開発や、世

界最高レベルの素粒子物理の研究を目指すものであり、アジア地区内で見ると日本に限

られていた電子加速器技術を、多国間交流を通じて各国の研究者が共有し、それぞれの

国において電子加速器を開発運用できるだけの技術基盤を確立させることなど、知的好

奇心を刺激させ、各国の優秀な若手研究者や学生を集めるのに効果があったといえる。

 

学術的価値についても、世界最高強度の電子陽電子衝突型加速器実験 Belle において

アジアから若手を含む多くの研究者がつくばに集い、小林益川両氏のノーベル賞受賞に

つながる成果をあげている。このことはアジア地区の共同研究者に強い感動を与え、こ

の分野へさらに多くの若手の参入を促しており、次世代の研究者育成にも力を入れると

いう目標は適切な目標であった。 

 

10 年前の加速器科学及びそれを用いた基礎研究の状況は、他国と比べ日本のレベルが

突出しており、本交流事業の期間中に対等な関係を築くことが出来るとは想定しなかっ

たであろう。当初は日中の二国間交流としてはじまった事業であるが、その後韓国やイ

ンドを巻き込み発展してきたことから見てもこの目標の適切さは明白であり、各国の発

展、特に中国の急速な経済的な発展と、科学技術の進展により、研究支援・技術提供型

交流から相互互惠型の対等な交流に脱皮したプロジェクトが多いことも高く評価でき



る。 

 

この事業を通じて既存放射光施設のみならず、上海放射光施設の建設、韓国やインド

の放射光施設の高度化など、本事業が推進・強化した電子加速器施設はそれぞれの国の

関連科学・技術分野の発展に大きく寄与している。 

今後は、さらに、この目標は台湾や ASEAN 諸国をも巻き込み、より拡大していく可能

性を持っており、それを推進することはアジア地区における我が国の大事な役割であろ

う。 

 



２. 事業の実施状況 

 

観 点 

 事業の全体的な体制、共同研究の体制、セミナーの実施状況、研究者交流及びその他

の交流の状況、事業に対する相手国拠点大学・対応機関との協力の状況等が、適切に実

施されたか 

評 価 

□ 想定以上に効果的に実施された。  

■ 概ね効果的に実施された。  

□ ある程度効果的に実施された。  

□ 効果的に実施されたとは言えない。 

コメント 

 

当初は日中間の交流事業としてスタートしたが、2005 年から韓国が加わり、また 2006

年からインドも参加して、より幅広い交流事業として発展した。国内有識者を含めた研

究計画委員会が組織され、各年の事業を計画し、限られた予算の中でもっとも効果的に

事業を行う姿勢が示されている。また、特に中国及びインドの相手側拠点とは定期的に

研究所首脳を交えた会合を行うなど、本事業が相手側拠点研究機関で正しく位置づけら

れるための努力がされている。各国の主要な加速器施設及び関係する多くの大学が事業

に参加しており、全体的な体制は非常にしっかりしている。 

当該機関は自ら外部有識者によって構成される評価委員会を設立し、中間評価、事業

終了時の評価を行っている。中間評価の結果に基づき対象国の拡大、プログラムの充実

が図られるなど、評価結果が事業に反映されている。 

 

各プロジェクトにおける共同研究の体制は、これまでの豊富な国際共同研究の経験を

活かす形でコーディネートされており、加速器科学、素粒子・原子核物理学、放射光科

学の分野にわたって、実験・理論を交えて広く展開されており、実質的な共同研究を行

う上で有益だった。また、それぞれの研究課題も非常に明快であり、重複等もなく適切

に設定されている。 

 

セミナーに関しては年に数回実施されているが、相手側拠点でのセミナーが積極的に

行われており、相手国の、特に学生や若手研究者が多数参加できる状況を確保している。

事業の予算規模から多数の若手を日本に招聘することは難しく、相手国での開催はもっ

とも効果的な方法といえ、常時数十名から百名という多数の参加者を集めた。これは加

速器科学の分野として考えると特筆すべきことである。 

一方、日本で開催されたセミナーのいくつかは相手国からの参加が２～３名のものも

あり、もう少し招へいできたのではないか。 

 

事業に対する相手国拠点大学・対応機関との協力も中国及び韓国との交流は適切に実

施され、非常に成功しており、相手国から日本への貢献も大きい。 

 



 

インドとの交流は、スタートが遅く、また、事業計画の甘さも見られたため、未だ十

分では無く、対等の関係を築くためには今後の更なる交流が必要である。インドとの交

流事業に際して、開始当初は相手国が核拡散防止条約に参加していないため様々な想定

外の問題があったようであるが、当時のコーディネーターらの絶大な努力により解決し

たようであり、交流を実現し、事業を展開するための努力は高く評価したい。 

 

このように本事業は、概ね効果的に実施されたと判断できる。 

 



３. 事業を通じての成果 

 

観 点 

交流による学術的な影響、共同研究を通じて発表された研究業績、セミナーの成果、

若手研究者の交流に関する成果、交流を通じての相手国からの貢献、交流を通じての相

手国への貢献、成果の社会への還元、予期しなかった成果、交流事業終了後の展望等の

成果 

評 価 

■ 想定以上の成果があった。 

□ 概ね成果があった  

□ ある程度成果があった。 

□ 成果があったとは言えない。 

コメント 

 

交流による学術的影響としては、KEK の B ファクトリーBelle 実験に多くのアジアか

らの若手研究者が参加し、小林益川両氏にノーベル賞をもたらした結果を生み出したこ

とが挙げられる。もちろん日本や欧米の研究者の貢献も絶大であるが、そういった新し

い知見にいたる実験に参加しているという高揚感は彼ら若手研究者にとってかけがえ

のないものであるはずであり、これからのアジア地区の加速器科学・素粒子原子核物理

学・放射光科学を発展させる原動力となる人材として成長すると期待できる。 

 

また、個別の共同研究についても以下のような優れた成果をあげており、アジア地区

全体での電子加速器技術の向上がなされたといえる。 

・本交流事業中に KEKB は蓄積電流 1.4A、ルミノシティ 1.7×1034cm-2s-1 を達成し、

さらに KEKB 加速空洞をベースにして設計された超伝導加速空洞を用いて BEPC-II

が蓄積電流 500mA、ルミノシティ 3.0×1032cm-2s-1 を達成するなど、学術的にもま

た研究者の育成と技術の伝承という点でも成果をあげた。 

・KEKB の陽電子リングと IHEP の電子陽電子蓄積リングというパラメータを異にする

リングで電子雲不安定性の研究を行うことにより、電子雲不安定性の本質に関する

理解が深められ、双方の性能向上に繋がった。 

・中国 CAEP の 100 テラワットレーザーと日本のアブレ－ション型キャピラリープラ

ズマチャンネルを組み合わせた実験により、エネルギー0.56 GeV、エネルギー拡が

り 1%の単色電子ビームの生成に成功した。世界のレーザープラズマ加速研究が目指

す X 線 FEL 或いは高輝度テラヘルツ光源に応用できる 10 GeV クラスの高品質電子

ビームの開発につながる大きな成果である。 

・各加速器施設が共通の制御システムソフトウエアを使用することは、施設間の共同

研究・開発を進めていく上で大変な利点であり、計算機及びネットワークを用いた

加速器の統合制御システムである EPICS の普及のため、毎年のようにセミナーを日

本、中国、インドで開催した結果、アジアの加速器並びに放射光施設に EPICS が導



入され、より大規模で複雑かつ精密な、それ故開発に時間がかかる加速器の制御を、

各国の研究者の共同により効率的に実現できる基盤を構築した。 

・ILC のための測定器開発では、頻繁にワークショップを開催することにより、日中

韓の共同作業と仕事の分担が進んだ。特に日中による TPC の開発と日韓による半導

体検出器とカロリメーターの開発に進展があった。 

・KEKB では、各年度 35－45 人程度の研究者及び学生を招聘することにより Belle 実

験のデータ収集及び物理解析を共同で進めた。その結果、D 中間子混合と B 中間子

崩壊の解析で中国側から大きな貢献が得られ、Z(4430)+等のエキゾチック新共鳴粒

子の発見において中国・韓国・インドの研究者が大きな役割を果たした。 

・さらに、当初の計画で想定していなかった成果として、J-PARC で生成された高エネ

ルギーニュートリノを韓国東海岸で検出するという T2KK 実験のアイデアが生まれ

たことも挙げられる。 

 

また、本事業を通じて 40 名を超える博士号取得者を生み出しており、現在様々な分

野で活躍をしている名前を多く見つけることが出来る。国内だけで見ても 11 大学から

学位取得者を出しており、本事業の成果が地方大学や私立大学も含め広く行き渡ってい

ることがわかる。 

 

このように、本事業は、交流による学術的な影響、共同研究を通じて発表された研究

業績、セミナーの成果、若手研究者の交流に関する成果、交流を通じての相手国からの

貢献等満足すべき結果が出ており、想定以上の成果があったと判断できる。 

 

 

 


