
拠点大学交流事業 
平成１９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．交流分野・研究テーマ 
（和文）：     加速器科学                      
（英文）：     Accelerator Science                  
 
 交流分野・研究テーマ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（  8 年目） 
 
４．交流実施期間（業務委託期間） 
  平成 １９年 4 月 1 日 ～ 平成 ２０年 ３月 ３１日 
 
５．実施組織 
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： 機構長・鈴 木  厚 人  
 コーディネーター： 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 
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     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 
          （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：（英文）Vice Director・ZHANG, Chuang 

協力大学：（英・和文）Shanghai Synchrotron Radiation Facility（中国科学院

上海放射光施設）, Institute of Theoretical Physics（中国科学院理

論物理研究所）, Beijing University（北京大学）, Tsinghua 
University（清華大学）, University of Science and Technology of 
China（中国科学技術大学）, Shandong University（山東大学）, 
Zhejiang University（浙江大学）, China Center Advanced Science 
and Technology（中国高等科学技術中心）, Fudan University（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・KO, In Soo 
 コーディネーター：（英文）Director・KO, In Soo 

協力大学：（英・和文）Pohang University of Science and Technology（浦項工

科大学）, Seoul National University（ソウル国立大学）, Kyungpook 
National University（慶北大学）, Korea University（高麗大学校）, 
YonSei University（延世大学校）, Chonnam National University
（全南大学校）, Chonpook National University（全北大学）, Ewha 
Womens University（李花女子大学）, Sungkyunkwan University
（成均館大学）, Gyeongsang National University（慶尚国立大学）, 
Korea Institute for Advanced study（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 
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 コーディネーター：（英文）Professor ・ SATTISH JOSHI 
協力大学：（英・和文）Delhi University（デリー大学）, Panjab University（パ

ンジャブ大学）, Inter-University Accelerator Centre（大学共同利

用機関加速器センター）, Tata Institute of Fundamental Research
（タタ基礎研究所）, Indian Institute of Science（インド科学研究所）, 
Variable Energy Cyclotron Centre（可変エネルギーサイクロトロン

センター） 
 

６．拠点大学交流としての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、平成 19 年度においては、インドとの交流事業

は大きな進展をみた。このことにより、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。 

 

７．平成１９年度の研究交流実績の概要 

７－１ 共同研究 

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の発展させることができた。平成 19 年度

においては、日中、日韓協力のさらなる高度化と、日印協力の大きな進展がみらえた。 

 

実施した共同研究 

① 超伝導・低温技術に関する共同研究(JR-00－A1)では、平成18年度には、BEPC-IIの総合

運転が開始された。平成19年度においては、日中共同で製作された超伝導加速空洞を
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順調に稼働させるための共同研究を行った。この超伝導空洞を順調に稼働中であり、

BEPC-IIの順調な総合運転に大きく貢献した。具体的には、平成20 年2 月現在、蓄積

電流は530 mA を超え電子・陽電子の衝突も確認されており、極めて順調な立ち上がり

を見せている。本研究課題である２台の超伝導空洞は当初から終始順調な運転を続け

ているが、IHEP 側研究者自身による適正な条件設定等これまでの共同研究・技術移転

の成果に依るところは大きい。また上海放射光（SSRF）は加速器立上げを迎えている

が、ヘリウム冷凍機が不調なため超伝導空洞の性能試験ができず、常伝導空洞に置き

換えての調整運転を開始した。このため冷凍機に関する技術相談を受け、関係者を派

遣した。 

② ビーム不安定性の研究(JR-00-A2)においては、今年度に、衝突モードに関する総合試運

転が行われる中国のBEPC-IIを中心に、電子雲不安定性をはじめとするビーム不安定性

に関する研究を行い、興味ある結果を得た。 

③ ILCのための加速器に関する共同開発研究(JR-00-A3)においては、ILCに必要な、各種の

技術開発を、日、中、韓、印で共同開発した。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および小型電磁石の共同開発を行うこ

とにした。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、装置の試作を終了した。この装置の共同製作と共同実験に

よって、高度な加速器技術及びビーム物理学に関する相互理解を深めることができた。

空洞型IP-BPMの共同開発は韓国慶北大(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-BPM３台の製作を行った。電子ビームを使った本格的な

試験は今後の課題であるが、10nm位置分解能が達成できている。 

④ EPICS 共同開発研究(JR-00-A4)においては、これまでの共同研究とセミナーを通して、

中国における EPICS の普及に大きな役割を果たした。昨年度はインドが共同研究の相

手に加わったことを受け、インドへの EPICS の普及を目指した共同研究とセミナーを

実施した。平成 19 年度においては、これまでの活動を引き継ぎ、アジアにおける EPICS

普及活動を継続した。 

⑤ 先端加速器共同開発研究(JR-00-A5)においては、中国における、大型レーザ装置を用い

レーザ・プラズマ加速により GeV クラスの電子ビームの生成をねらう実験を行い、

500MeV のエネルギーに電子ビームを得ることに成功した。また、インドとのレーザ

ー・プラズマ加速共同実験を開始した。 

⑥ 大強度パルス中性子源(JR-00-A6)においては、広東省に建設されることが決定されてい

る CSNS(中国パルス中性子源)計画の加速器グループとの共同研究を開始した。中国側

研究者が現在コミッショニングが進行中の J-Parc のコミッショニングに参加すること

により、CSNS 計画の立ち上げに貢献した。また、測定器グループにおいては、日韓、

日中間における、中性子測定器に関する共同研究を開始し、主に中国・韓国を相手国

として人的な交流を通じて研究交流体制を構築し，平成 20 年度に運転が始まる J-PARC 
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大強度パルス中性子源における利用研究の展開の基盤とした。 

⑦ リニアコライダー実験に関する物理･測定器(JR-00-B1)の共同研究では、中国、韓国、

インドの研究者と協力し、ILC に最適な測定器のモデル（アジアモデル）の構築に向か

い努力を続けた。特に、ILD 測定器に関する研究打ち合わせと、TPC 技術に関する共

同研究を進めた。 

⑧ BELLE 実験(JR-00-B2)では、昨年度と同様に多くの研究者を相手国（中国、韓国、イン

ド）から招聘するとともに、これまでの研究を継続していくとともに、新たな物理解

析テーマにも取りくんで、いくつかの重要な成果を上げることができた。具体体には、

以下の４つの研究テーマで最終結果を得６編の論文を発表した。 

１) Study of D-Dbar mixing 

２）ISR e+e-→ J/ψhh 反応における共鳴粒子の探索 

３）B→ψ’π+Κ-、崩壊における新共鳴粒子の発見 

４）B→ J/ψπ0 崩壊における時間依存のＣＰ非保存の測定 

⑨ コライダーの物理と素粒子の理論的な研究(JR-00-B3)においては、中国、韓国、インド

に交流の範囲を拡大し、さらに広い見地からのコライダーの物理と素粒子理論研究に

取り組んだ。 

⑩ BES による実験（JR-00-B4）においては、18 年度の成果を引き継ぎ 19 年度に展開。

基底状態カイラルノネットを確定することを目指し、解析を推進、軌道に乗せた。J/

Ψ →KSKSπ+π−崩壊及び K+K−π+π−崩壊データにイ）荷電κ粒子、ロ）extraκ(JPC=O+

−)、ハ）ρK 及び KKbar に崩壊する axial-vectors 及び scalars を探索した。特に、

KSKSπ+π−崩壊過程の解析に先立ち、KS 事象の選別における問題点を IHEP 担当者と

協議、BES 標準コードの再検討に努力を集中した。 

⑪ 放射光を利用した共同研究(JR-00-C1,C2)では、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。本年度の特記事項は、平成 19 年末から総合運転

を開始した上海放射光施設が、本機構が貸与している高周波加速空洞を用いて、短時

間のうちにビーム蓄積に成功したことである。 

⑫ 現在建設が進行中の上海放射光については、放射光の新たな利用方法に関する共同研

究を推進するとともに、その建設に応分の協力を行った。日中間においては、数個の

研究テーマを設定し、放射光を使った共同研究を推進した。今までは主に短期滞在が

支流だったが、今年度から短期滞在に並行して長期滞在も受け入れていくことになっ

た。SSRF から来訪した 3 名のうち 2 名はこの長期滞在来訪者で、60 日間から 70 日

間滞在し、構造生物ビームラインの結晶解析コントロールシステムの構築や医学応用

ビームラインの detector 開発に携わっている。 
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７－２ セミナー 

実施したセミナー 

① 加速器の全般を包括するセミナーをインドで開催した。このセミナーに、インド国内

から、100 名の受講者が参加し、非常に熱心に受講していた。また、日印間の加速器

科学の協力関係の長期的な基礎作りを目的とし、特に、日本に滞在中のインド人総研

大大学院生、３名を受講者として派遣し、若手研究者のレベルにおける日印交流の強

化の一助とした。講義は、いずれも、良く準備されたものであり、受講者の加速器に

関する理解を大いに高めたと自負している。なお、本セミナーは、日本側が派遣した

５名の講師に加え、米国の研究所から自前の経費で参加した講師４名と、インド人講

師が２人による、日米印合同のセミナーであった。 

② リニアコライダーILC に関係する第１回アジア開発研究セミナーを行った。本合同セミナーは

中国の研究者の ILC に参加する機運を高める目的で開催されたので、その目的に相応

しい会議であった。また、この会議によって日本への来訪研究者が増えた。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。中国、韓国、インド側が日本の

ILC 活動状況をセミナーによって熟知したので、特に超伝導空洞やクライオモジュール

の共同開発計画の話し合いが活発になった。このためには、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必要がある。共同研究開発の８年目に、このよ

うなセミナーを開催することによって、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。 
③ 中国の高能物理研究所または上海放射光において、EPICS に関するセミナーを開催した。 

昨年度の EPICS セミナーは、インドにて開かれ、インドへの EPICS 普及への契機となっ

た。今回は、再び開催場所を中国上海放射光に移し、高い水準のセミナーを行った。

内容は、i）EPICS の基礎についての教育、ii) EPICS の応用事例の検討、および iii) 

EPICS 開発についての議論であった。 

④ 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ることを目的に実施され、学生参加の

研究演習とポスター研究発表もポログラムに組まれた。参加者は、日本、中国、韓国

からの大学院生を中心にインド、ロシア、アメリカからも参加者があった。本会経費

により支援を受けた学生はそれぞれ、活発なポスター研究発表を行った。 

⑤ リニアコライダーILC に関係する物理および測定に関するセミナーを、東北大学にて開

催した。ILC は、加速器に関する基本設計(Reference Design Report)が平成 19 年度夏

に最終的に完成した。今後、ILC に関する物理の精密化と、測定器の検討が緊急の課題

であり、このセミナーの開催により、アジア地域における測定器開発の連携の強化を

 6



することができた。 

７－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

研究者交流においては、コーディネーターおよび組織代表が、相互訪問を行うことによ

り、交流事業の推進に必要な協議を行うとともに、今後の発展のための方策を検討する。

特に、今年度はインドに重点をおき、日印間交流の今後の発展のための準備活動を活発に

行った。 

今年度からは、日印間の交流事業に関する collaboration meeting を毎年 1 回行うことが

日印間で合意され、研究者交流の枠組みを用い、第 1回の会合を平成 19 年度早々にインド

にて開催した。 

 

 

８．平成１９年度の研究交流の成果 

（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ください。） 

平成 19 年度の研究者交流の最大の成果は、インドとの共同研究事業の確立にむけて

大きな進展をみたことである。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。本年度は、昨年度にくらべ、研究者交流に大きな予算を

配分し、積極的にインドを訪問することにより、前記の目標に向けて確実な進歩を遂げ

たといえる。 

 

８－１ 研究協力体制の構築状況 

昨年度から、日印交流が正式に開始されたことにより、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。また、この 1-2 年に劇的

な進展をみせている、レーザ・プラズマ加速に関する研究が、日中韓印の多国籍間交流事

業として立ち上がり、平成 18 年度から本格的な共同研究を開始できることになり、平成 19

年度においては、日中および日印間で共同研究体制が確立した。また、やはり平成 19 年度

から開始された、中性子源に関する共同事業においても、日中間における共同研究体制が

確立しつつある。 

 

８－２ 学術面の成果 

平成 19 年度も大きな成果を成し遂げ、多くの学術論文が発表された。主たる成果を以下

に示す。 
① BEPC-II の総合試運転が開始され、日中共同で開発してきた超伝導加速空洞によるビー

ム加速が順調に進み、530mA までのビーム蓄積に成功し、また電子陽電子の衝突に成

功し、ルミノシティを観測することができた。 
② 中国のレーザー装置を用い、世界最高レーザー強度によるレーザー・プラズマ加速実験
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を行い、500MeV の電子ビームを得ることに成功した。 
③ 上海放射光の順調なコミッショニングに、日本に協力が大きな貢献をした。 
④ BELLE 実験において、これまでの共同研究の成果がみのり、、以下の４つの研究テーマ

で最終結果を得６編の論文を発表した。 

１) Study of D-Dbar mixing 

２）ISR e+e-→ J/ψhh 反応における共鳴粒子の探索 

３）B→ψ’π+Κ-、崩壊における新共鳴粒子の発見 

４）B→ J/ψπ0 崩壊における時間依存のＣＰ非保存の測定 
 
８－３ 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

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

文にまとめる予定である。 

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。 

 

８－４ 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。 
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８－５ 今後の課題・問題点 

平成 19 年度は拠点事業開始から 8 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 8 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。 
 
 
 
 

８－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成１９年度論文総数  ５０ 本 

   うち、相手国参加研究者との共著 ２６ 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 ３１ 本 

（※ 論文リストを別に添付してください） 
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９．平成１９年度における総交流人数・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 
（JSPS）

中国 
（CAS）

韓国 
(KOSEF)

インド 
(DST) 

第三国 合計 

日本 
（JSPS） 

実施計画 
 

74/344 21/77 22/175 0/0 117/596

実績 72/472 14/71 20/190 0/0 106/733

中国 
（CAS） 

実施計画 60/1783  6/18 0/0 0/0 66/1801

実績 52/1569 0/0 0/0 0/0 52/1569

韓国 
(KOSEF) 

実施計画 29/281 12/42  2/6 0/0 43/329 

実績 9/210 0/0 0/0 0/0 9/210 

インド 
（DST） 

実施計画 17/494 4/14 2/6  0/0 23/514 

実績 4/195 0/0 0/0 0/0 4/195 

第三国 実施計画 3/17 2/14 0/0 0/0  5/31 

実績 1/12 2/20 0/0 2/25 5/57 

合計 実施計画 109/2575 92/414 29/101 24/181 0/0 254/3271

実績 66/1986 74/492 14/71 22/215 0/0 176/2764

 

※ 派遣先・派遣元ともに、対応機関がある場合は「国名（機関名）」で記入し、第三国の

場合は「国名」を記載してください。 

※ 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。） 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

 4 ／ 40 （人／人日）   13 ／ 26 （人／人日） 

 

日本側参加者数  

１４ 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 

２０ 名 （１５－２ 中国側参加研究者リストを参照） 

 


