
 

拠点大学交流事業  

平成２０年度 実施計画書  
 
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 年度目） 
 
４．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（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 
          （和文） 高能物理研究所 

http://www.kek.jp/kokusai/china_japan/index.html


 

  実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：（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・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（所属部局・職・氏名）：（英文） Director・KO, In Soo 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（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（所属部局・職・氏名）：（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・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）, Saha Institute for Nuclear Physics（サハ原子核物理研

究所） 
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５．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。 

 
６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
平成 16 年度に行われた外部委員による評価の中で、①日韓、日印を加えた加速器科学に

おけるアジアの主要国を網羅した多国籍間交流に発展させること、②研究の内容を、電子

加速器以外にも拡大することを勧告された。 

平成 16 年度の時点では、既に、この交流事業の多国籍間化に取り組み始めており、この

成果の上に、平成 17 年度からは、まず日韓交流が開始された。日印交流については、平成

17 年度の当初は、インド人研究者の VISA 問題のため、準備活動に支障があったが、７月

に VISA 問題が完全に解決し、その後準備は順調に進んできた。これにより、平成 18 年度

から、インドを加え、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

間交流事業を発展させることができた。 

平成 17 年度には、この数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

研究を、日中韓印の多国籍間交流事業として立ち上げるための準備を行い、平成 18 年度か

らは、この交流事業の１グループとして共同研究が開始された。 

また、平成 18 年度に準備をおこなった、中性子源に関する研究についても、平成 19 年

度から、この交流事業の１グループとして、やはり共同研究が開始された。 

 前年度までの、この交流事業の研究テーマは、(1)電子加速器に関する研究、(2)素粒子物
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理学に関する研究、そして(3)放射光科学に関する研究からなっていた。 

  これらすべての分野で、研究は順調に進行中であり、これまでに多くの成果を上げてき

ている。以下に主な成果を示す。 

  

1.電子加速器に関する研究 
高エネルギー加速器技術成果として、つぎのことがあげられる。 

(1) 超伝導加速空洞技術の共同 R&D の成果として、中国高能物理研究所の BEPC-II に用い

る、KEKB 方式の超伝導加速空洞の開発と、超伝導空洞技術の中国への移転が行われた。技

術移転は中国側の人材の育成と、中国における超伝導空洞技術の基礎づくりに大いに貢献

した。BEPC-II の総合運転は 2006 年 10 月から開始され、12 月末には、KEKB 方式の超伝導

加速空洞を用いた放射光モードが開始され、超伝導加速空洞は、全く問題なく安定に稼働

している。20 年度においては、日中協力の成果として、ビーム電流は 530mA をこえ、また、

電子陽電子の衝突にも成功し、実際にルミノシティを観測している。 

(2) 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。 

(3)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。 

 

2.素粒子物理学に関する研究 

(1)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 

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る

が、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最終結果

を得、Phys. Rev. Lett.誌99 号131803(2007)に掲載された。これは、最も精度のよいx の 
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測定結果である。 

2) ISR e+e-→ J/ψhh 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 StateRadiation(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んできた。今年度は、J/ψπ+π-、ψ’π+π-、

J/ψKK モードの解析結果を得、論文に発表した。[ それぞれPhys. Rev. Lett. 誌99 号

182004,同142002(2007),Phys. Rev. D 誌に掲載予定。] 新しい共鳴粒子としてY(4008), 

Y(4660)を観測した。また、J/ψKK モードは初めての測定である。 

3) B→ψ’π+Κ-、崩壊における新共鳴粒子の発見 

X(3872)をはじめとしてＢ中間子の崩壊においてチャーモニウムのような新共鳴粒子が発

見されたが、この解析では、ψ’π+に崩壊する新共鳴粒子を発見した。これは、初めての

荷電をもったチャーモニウムのような粒子で、通常の２クォーク状態ではありえない粒子

であり、注目されている。この解析は韓国とハワイグループが共同で行ない、Phys. Rev. 

Lett.誌に投稿された。 

4）B→ J/ψπ0 崩壊における時間依存のＣＰ非保存の測定 

B→ J/ψπ0 崩壊はＣＰ固有状態への崩壊であり、その時間依存ＣＰ非保存の大きさははB

→ J/ψΚ0 崩壊と同じくsin2φとなることが予想される。この解析は韓国グループが進め、

535x106 個のB 中間子対のデータを使って予想に合った結果を得、Phys. Rev. D 誌に掲載

予定である。 

3. 放射光科学に関する研究 

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。 

 
７．平成２０年度の研究交流目標 
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 5 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。 
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８．平成２０年度の研究交流の概要 
８－１ 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。また、平成

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する。 

 

実施する共同研究 

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 18 年度までの活動により、日中共同で製作された超伝導加

速空洞は問題なく動いており、平成 19 年度においては、日中が対等の立場で改良型の

超伝導空洞を共同開発する。KEKB および BEPCII を用いて超伝導空洞の大電流加速に関

する調査・研究を継続する。またそのための要素部品の研究開発を行う。上海放射光

においては、冷凍機システムの立上げに関しての助言と 1.5GHz 超伝導空洞の開発研究

を行う。 

② BEPCII で BESIII 測定器を設置した状態でのコミッショニングが本格的に始まる。ま

た、KEKB においてはクラブ交差衝突によるビーム運転が引き続いて行われる。２０

年度の本課題の活動は、BEPCII のコミッショニングおよび KEKB でのクラブ衝突運

転に関連するビーム不安定性の研究が中心であり、特に BEPCII での共同研究が活発

になると予想される。以下に共同研究を行う予定の主な項目を示す。１）陽電子リン

グでの電子雲不安定性に関する研究、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、３）衝突型加速器でのビームービーム効果の研究、 ４）電子

リングでのイオンおよびダスト効果の研究、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。 
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)技術の共同開発とする。 

④ EPICS の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。 

⑤ 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。とくに高強度レーザー開発の進んでいる中国、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、技術開発を集約的に推進

する。本年度のおもな研究課題は、１）韓国光州科学技術院(GIST)におけるキャピラ
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リープラズマ導波路を用いたマルチ GeV 電子加速実験。２）中国科学院上海光学精密

機械研究所(CAS-SIOM)ペタワットレーザーを用いた電子およびイオン加速実験の準備

研究。３） インドラジャラマナ高等技術センター(RRCAT)におけるガスジェットまた

はキャピラリープラズマ加速器を用いたレーザー加速電子ビームの高品質、安定化。 

⑥ いま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，交流の拡大をはかる。 

⑦ ILC 測定器(ILD)設計の最適化を進める。また、ILC 測定器の設計に並行してその要素

技術である TPC 検出器の技術開発を行う。 

⑧ Belle 実験は、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（中国等）と了解した。平成２０年度は、昨年度にも増して多くの研究

者を相手国から招へいし、昨年度行ってきた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組んでいく。 以下が主な研究テーマである。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

テーマであるが、さらに新しい崩壊モードでの Dalitz 解析を進める。 2) Study of 

B-meson decays including Charmonium Ｂ中間子の Charmonium を含む崩壊モードを積

極的に進めてきたが、引き続きより崩壊比の小さいψ’/χc1 πモードなどの解析を進

める。3）Study of new resonances 新たな物理解析テーマとして新共鳴粒子の探索に

取り組んできたが、昨年度は数個の新共鳴粒子発見の成果があった。引き続き、拠点

大学で協力しあって進めていく。  

⑨ ハドロンコライダー、特にＬＨＣの物理に関する理論的研究をおこなう。 

⑩ BES による実験においては、J/Ψ → KSKSπ+π−崩壊及び K+K−π+π−崩壊データ

の部分波解析の下、イ）荷電κ粒子、またロ）基底状態カイラルノネット構成する

strange mesons、extra κ(JPC=O+−)、ハ）ρK 及び KKbar に崩壊する axial-vectors
及び scalars を探索する。 

⑪ 日本、中国、韓国、インドの研究者が、放射光用電子ストレジリング（挿入光源を含

む）の性能向上のための共同研究を行う。主要な共同研究のテーマは、光源を構成す

るコンポーネントの開発、光源からの光ビームの安定化、新方式の光源の開発等とす

る。試運転に入った上海放射光施設のビーム運動学上の諸問題、特にビーム安定化の
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ためのフィードバックシステムの開発などに協力を行う。 

⑫ 放射光を利用した共同研究では、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

ら長期滞在研究者を受け入れていく。BSRF は XAFS、蛍光 X線、構造生物関係の研究者

の派遣を希望している。立上げが成功した 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く。19 年度から始まったインドとの交流についても引き続

きその協力体制を強化すべく、20 年度も派遣等を行う。 

 

８－２ セミナー 
実施するセミナー 

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。 

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う。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 項目を整理する。 

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。 

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

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のける

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、インドにおいて超伝

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

ナーを行うものである。 
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８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
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。 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 5 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。 
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９．平成２０年度交流人数・人日数総表 
９－１ 相手国との交流計画 

（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）  45/242 42/244 24/190 0/0 111/676

中国（CAS） 67/2519  5/21 1/7 0/0 73/2547

韓国（KOSEF） 22/892 1/5  2/14 0/0 25/911 

インド(DST) 17/551 1/5 5/24  0/0 23/580 

第三国 0/0 0/0 0/0 0/0  0/0 

合計 106/3962 47/252 52/289 27/211 0/0 232/4714

 

※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。（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 国内での交流計画 

 20 ／ 73（人／人日） 
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