
 

拠点大学交流事業  

平成２１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（10 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）： 素粒子原子核研究所・教授・野崎 光昭 
     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 
 
相手国側実施組織（拠点大学名・協力大学名は、和英併記願います。） 
  （１）国（地域）名： 中国 

様式１ 
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     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（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 
 

（２）国（地域）名： 韓国 
     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・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 
 

（３）国（地域）名： インド 
     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：（英文）Delhi University、Panjab University、Inter-University 
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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 
 

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、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。 

平成 21 年度は、本拠点事業の最終年度であり、これまでの行ったことを継続していくと

ともに、自己評価委員会による評価をはじめとする各種のまとめを行う。 

 
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
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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、レーザー・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。現在、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、次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。平成 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、大型レーザー装置を用

いレーザー・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。 

 

2.素粒子物理学に関する研究 

(1)BELLE実験(JR-00-B2)では、毎年度に多くの研究者を相手国（中国、韓国、インド）か

ら招聘し、研究を継続してきたことにより、これまでにいくつかの重要な成果を上げるこ

とができた。 
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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。平成 20 年度においては、超伝導空

洞を用いた本格運転が始まり、平成 21 年 4 月からはユーザー利用が始まる予定である。超

伝導空洞の冷却については、多くのテクノロジーを移転している。 
 
７．平成２１年度研究交流目標 
平成 21 年度においては、昨年度と同様にインドとの間での共同研究の推進に力を入れる

ほか、中国、韓国との間においても成熟したアジア地域内交流の確立を推進していくこと

を継続する。また平成 21 年度は本拠点事業の最終年度であることから、自己評価委員会に

よるこれまで行ってきた研究活動の成果や人材育成等における評価を行い、また中国にお

いて過去 9 年半の活動の成果の発表会などの各種のまとめを行うこととし、この拠点事業

終了後のさらなる展開に向けた活動を進める。 
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８．平成２１年度研究交流計画概要 
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 21 年度は、本拠点事業の最終年度で

あり、各共同研究グループは、これまでの活動を引き続き行うとともに、10 年間をまとめ

る作業を行う。 

実施する共同研究 

① 超伝導・低温技術に関する共同研究(R-1) 

IHEP が開発する大電力入力結合器の電力試験を行い、性能やエージング効果を比較す

る。また素材まで含めた中国製空洞の空洞単体性能試験（縦測定）を実施する。中国

の IHEPではBEPC-II 超伝導空洞の総合評価と今後の電流値増加への対策を検討する。

また長期運転を見据えた空洞システムの運用を検討し超伝導空洞の安定な運転と実験

支援体制を完成させる。上海放射光においては、超伝導空洞と冷凍機システムの運転

の技術的支援を行うとともに 3倍高調波空洞の開発を共同で行う。 

② 電子加速器におけるビーム不安定性の研究（R-2） 
昨年度に続き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を行う。以下に共同研究を行う予定の主な項目を示す。 

1) 電子雲不安定性に関する研究、 

2) BEPCII での縦方向結合バンチ不安定性に関する研究、 

3) 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、 

4) 衝突型加速器でのビームービーム効果の研究、 

5) 電子リングでのイオンおよびダスト効果の研究、 

6) ビーム不安定性観測等のためのビーム診断装置の研究。 

③ ILC 建設のための加速器に関する共同開発(R-3) 
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)技術の共同開発であり、ILC に必須の先端加速器技術開発をアジア

国際協力下で進める。 

④ EPICS 共同開発研究(R-4) 
EPICS の一層の普及をはかり、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 システムソフトウェアの高度化を推進する。 

⑤ 先端加速器研究開発（R-5） 
中国では、ともに中国科学院に所属する上海の SIOM と北京の IOP にコンパクトなペタ

ワットクラスのレーザーが存在する。これらのレーザーを使用し、10GeV 電子加速と

200MeV 陽子加速を達成し、その早期応用研究に途を拓く。韓国 GIST での共同研究

は、20 年度に始めたガス充填型キャピラリー加速実験を 300 テラワットレーザーアッ



 

 7

プグレードが完了し、利用実験が再開され次第、10GeV 電子加速をめざした研究を再開

する。インド RRCAT ではガスジェット用いた電子加速で、数 10MeV の高品質電子ビ

ームの安定な発生に成功しており、これを用いたコンパクト X 線源およびテラヘルツ

源などレーザー・プラズマ加速電子ビームの応用に重点をおいた研究開発を実施して

いく。 

⑥ 大強度パルス中性子に関する研究開発および利用研究（R-6） 
主に中国から J-PARC におけるコミッショニング作業への参加を目的として実験装置

関係者を受入れるとともに，今後展開するサイエンスについては研究会を開催し双方

の研究者の間で方向性を議論する。 

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(R-7) 
ILC におけるビームバックグランド、ビームの交差角、非一様な測定器磁場等の効果

を考慮して物理性能を評価や GDE が検討している新しい加速器パラメータの物理の

観点からの評価など物理シミュレーションによる研究を進める。 

⑧ BELLE 実験(R-8) 
現在 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・韓国・インド）と了解した。平成 21 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きたい。 

⑨ コライダーの物理と素粒子理論（R-9） 

拠点事業の最終年度であるので、グループの主要な研究成果を全て論文として発表す

ることで、将来の、特にアジアに於ける素粒子物理学研究の発展に寄与することを今

年度の目標とする。 

⑩ 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/Psi 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―(R-10) 
昨年度の成果を引き継ぎ、拠点計画の最終年度に当たって今後の展望を図りながら

BESII データ解析の継続、BEPCII における BESIII データの解析検討及び KEK の BELLE

データの解析を実行する。 

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(R-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

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 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（R-12） 

PF 及び 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・短期滞在研究者の受け入れを行う。
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BSRF からは Protein Crystallography、Phase contrast imaging 関係の研究者を受け

入れ、SSRF からは XRD technique and application、Protein crystallography、 X-ray 

scattering、XAFS、soft X-ray 関係のビームラインの研究者を受け入れ研究を行う。

またインドからも研究者を受け入れ、PF 内に設置することとなったビームラインの調

整作業等を行う。 

   

８－２ セミナー 
実施するセミナー 

以下の 4 つのセミナーを実施する。 

① リニアコライダーILC に関係する第３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。 

② これまで行ってきた EPICS セミナーの総まとめとしてのセミナーを、北京の IHEP で

開催する。特に、現在中国では次期計画として CSNS の建設に向けての研究活動が進

められており、この CSNS でも 加速器等の制御システムに EPICS が採用される見込

みである。EPICS のまとめに関するセミナーを CSNS の開発研究の中心地である

IHEP で開催することは、拠点大学プログラムでの EPICS 活動の総まとめとしても意

義深いことである。 

③ インドのムンバイにあるバーバ原子力研究所（BARC）にて、加速器に関するセミナー

を 5 日間にわたって開催する。このセミナーは、粒子加速器の基礎から応用までをカ

バーし、加速器に関して、ごく初歩的な知識を持っていれば、加速器の全貌について

理解できるようにカリキュラムを組む。講師は、日本から 6 名、インドから 5 名、計

11 名からなる。 

④ 本拠点事業の成果発表会を、平成 21 年の夏に北京の IHEP にて 2 日間の会期で開催す

る。日本から 15 名、中国から 30 名、韓国から 2 名、インドから 3 名の計 50 名の参加

を想定している。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 
平成 21 年 1 月に立ち上げた、これまでの拠点大学交流事業の活動を全体的に評価する

自己評価委員会は、平成 21 年 2 月にインドを訪問し現地調査を行った。平成 21 年度にお

いては、この自己評価委員会は、4 月に中国、5 月に韓国を訪問し、現地調査を行う。自己

評価委員会の中国と韓国への派遣には研究者交流の枠組みを使う。この自己評価委員会

の評価書の完成は、平成 21 年 7 月を目標とする。 

また、本年度もコーディネーターによる相互訪問を行い、拠点間の交流の一層の推進

に向け、必要な協議を行う。特に、インドとの間での研究者の交流を推進する。 
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９．平成２１年度研究交流計画総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流計画 

 

    派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

 中国  

<人／人日>

 韓国 

<人／人日>

インド 

<人／人日>

その他 

<人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 
 87/389 20/90 

19/110 

（1/4） 
0/0 

126/589 

(1/4) 

中国 

<人／人日> 
72/2269  0/0 

0/0 

(1/4) 
0/0 

72/2269 

(1/4) 

韓国 

<人／人日> 
26/865 

0/0 

(2/6) 
 

0/0 

(1/4) 
0/0 

26/865 

(3/10) 

インド 

<人／人日> 
12/485 

0/0 

(3/9) 
  0/0 

12/485 

(3/9) 

その他 

<人／人日> 
0/0 0/0 0/0 0/0  0/0 

合計 110/3619 
87/389 

(5/15) 
20/90 

19/110 

(3/12) 
0/0 

236/4208

(8/27) 

 

※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。） 

※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 国内での交流計画 

11 ／ 30 <人／人日> 
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１０．平成２１年度研究交流計画状況 

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 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 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

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

インド：Amit Roy・Nuclear Science Centre・Director 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国 インド 計 

〈人／人日〉 〈人／人日〉 〈人／人日〉 〈人／人日〉 

日本 

〈人／人日〉 

 3/15 0/0 3/15 

中国 

〈人／人日〉 

4/80  0/0 4/80 

インド 

〈人／人日〉 

1/5 0/0  1/5 

合計 

〈人／人日〉 

5/85 3/15 0/0 8/100 

② 国内での交流    0/0  人／人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

日本(KEK):KEKB がめざす 4A 運転に向けて加速空洞とクラブ空洞の性能

限界調査を行う。IHEP が開発する大電力入力結合器の電力試験を行い、

性能やエージング効果を比較する。また素材まで含めた中国製空洞の空

洞単体性能試験（縦測定）を実施する。 

中国（IHEP）:本格的な実験に入った BEPC-II 超伝導空洞の総合評価を

し、今後の電流値増加への対策を検討する。また長期運転を見据え、予

備空洞を含めた空洞システムの運用を検討することで、超伝導空洞の安

定な運転と実験支援体制を完成させる。 

中国（上海）：本格稼働を開始した超伝導空洞とその冷凍機システムの運

転の技術的支援を行う。また 3倍高調波空洞の開発を共同で行う。 

 これらの技術交流は、KEK が展開している超伝導空洞技術の開発と発
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展をアジア地区に広めるための強力な拠点になる。 

日本側参加者数  

２５ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」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） 

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 R－2 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 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 
秦庆・高能物理研究所・教授 

Qing Qin, Institute of High Energy Physics, Professor 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国 計 

 〈人／人日〉   〈人／人日〉  〈人／人日〉 

日本 

〈人／人日〉 

 5/25 5/25 

中国 

〈人／人日〉 

4/56  4/56 

合計 

〈人／人日〉 

4/56 5/25 9/81 

② 国内での交流   0/0   人／人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

BEPCIIではBESIII測定器を設置した状態でのコミッショニングが本格

的に始まった。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ている。21年度の本課題の活動は、昨年度に続き

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を行う。以下に共同研究を行う予定の主な項目を

示す。 

 

１）電子雲不安定性に関する研究、 

２）BEPCIIでの縦方向結合バンチ不安定性に関する研究、 

３）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、

４）衝突型加速器でのビームービーム効果の研究、 

５）電子リングでのイオンおよびダスト効果の研究、 

６）ビーム不安定性観測等のためのビーム診断装置の研究。 

 

１）について、電子雲不安定性に良く似た性質を持つ結合バンチ不安定
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性が BEPCII で観測されている。この不安定性に関する実験および理論的

研究を行う。BEPCII では、電子雲効果抑制のため TiN コーティングした

アンテチェンバを採用しており、KEKB のアップグレード計画である

SuperKEKB でも同様のチェンバの採用が検討されている。BEPCII での

実験は SuperKEKB にも有用な情報をもたらすとことが期待される。 

２）について、BEPCII では陽電子リングで縦方向の結合バンチ不安定性

が観測されており、ルミノシティ制限要因のひとつではないかと疑われ

ている。この不安定性の原因追及を行う。 

３）のフィードバックシステムは KEKB および BEPCII の安定な運転の

ために必須のものである。２）で述べた不安定性抑制のためのフィード

バックシステムの検討を行う。また、BEPCII での横方向フィードバック

システムの運転・調整にも KEK から参加する予定である。いずれも、

BEPCII の性能改善に有用であることが期待される。 

４）について、BEPCII では BESIII を設置した衝突実験が開始された。

今後、達成ルミノシティとシミュレーションの詳細な比較がなされる。

BEPCII のルミノシティ向上に貢献することが期待できる。 

５）は、BEPCII でダスト効果が問題になった場合に実施する。ダスト効

果の研究は、寿命改善や測定器へのバックグラウンドノイズ削減に有効

である。 

６）について、放射光モニタ、ビーム位置モニタ等 KEKB と BEPCII で

は異なる方式で作られたビーム診断装置がある。双方で情報交換すれば、

お互いのシステム性能向上に有益であると考えられる。 

 CSNS 等の大強度中性子源のビーム不安定性についても、適当なテー

マがあれば、共同研究を行う。 

日本側参加者数  

１４ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

中国側参加者数 

２０ 名 （１３－２ 中国側「参加研究者リスト」を参照） 
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整理番号 R－3 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

相手国側代表者 

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 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派 遣

先 

派遣元 

日本 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 

〈人／人日〉 

 1/5 1/5 1/5 3/15 

中国 

〈人／人日〉 

3/500  0/0 0/0 3/500 

韓国 

〈人／人日〉 

11/600 0/0  0/0 11/600 

インド 

〈人／人日〉 

1/5 0/0 0/0  1/5 

合計 

〈人／人日〉 

15/1105 1/5 1/5 1/5 18/1120 

② 国内での交流   0/0   人／人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

平成21年度は、本拠点事業の最終年度である。本共同研究のテーマは

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)技術の共同開発であり、ILCに必須の

先端加速器技術開発をアジア国際協力下で進めてきた。 

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

の性能を研究者が良く理解して、既に開発した装置改良を次年度(2009年)

も行うことになる。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、電子生成・加速過程での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ている。 

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。
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電子ビームを使った本格的な実験により8.7nm位置分解能を達成できた。

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)で使用するも

のであり、ATF2 projectのビーム調整実験用として開発を進める。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

る予定である。 

小型電磁石の共同開発は中国・高能研と行い、全てATF2に設置した。

現在、ATF2のBeam Commissioningを進めている。ビームによる制御技

術開発後、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。 

本共同研究実験は主に本研究機構の試験加速器ATFとSTFで以下の３研究

項目について行なっている。 

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

を進める。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進めている。韓国・中国・インド

から若手研究者が本研究開発に協力している。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
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に 35MV/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

育成して、将来 ILC 建設に貢献できる人材になる。 

日本側参加者数  

５１ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

中国側参加者数 

７４ 名 （１３－２ 中国側「参加研究者リスト」を参照） 

韓国側参加者数 

４２ 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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整理番号 R－4 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）EPICS 共同開発研究 

（英文）Collaborative Development of EPICS Software 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）山本 昇・高エネルギー加速器研究機構・准教授 

（英文）Noboru Yamamoto・KEK・Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

中国：LEI, Ge, IHEP, Beijing, Assistant Professor 

韓国：In Soo Ko 

インド：P. Fatnani, RRCAT, Indore, India, SOG 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 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 

〈人／人日〉 

 3/15 1/5 1/5 5/25 

中国 

〈人／人日〉 

1/30  0/0 0/0 1/30 

韓国 

〈人／人日〉 

0/0 0/0  0/0 0/0 

インド 

〈人／人日〉 

1/30 0/0 0/0  1/30 

合計 

〈人／人日〉 

2/60 3/15 1/5 1/5 7/85 

② 国内での交流   0/0  人／人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

組み込み EPICS についての共同研究、特に実機への応用とその効果に

ついての検討を進める。昨年度の組み込み EPICS の開発を受けそれをさ

らに発展させることで、加速器制御システムの高度化につながることを

実証的に研究する。 

EPICS の実機応用では実績のある日本グループの経験を共有すること

で、参加各国において今後の加速器計画での制御システムの高度化を援

助することが期待される。また、様々な参加者からのフィードバックを

取り入れることで、EPICS 習得上の問題点を明らかにし、教育資料/方法

などの改善が進められる。また EPICS の応用上の問題点を共有し、共同

研究を通じて改善を進め、加速器制御システムのより一層の高度化が推

進される。 

日本側参加者数  
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１４ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

中国側参加者数 

６１ 名 （１３－２ 中国側「参加研究者リスト」を参照） 

韓国側参加者数 

２ 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 

３８ 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 R－5 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 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

中国：中国：Jie Gao・IHEP・Professor 

韓国：Hyyong Suk・GIST・Group Leader 

インド：P. D. Gupta・CAT・Professor 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派 遣

先 

派遣元 

日本 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 

〈人／人日〉 

 2/100 0/0 0/0 2/100 

中国 

〈人／人日〉 

0/0  0/0 0/0 0/0 

韓国 

〈人／人日〉 

0/0 0/0  0/0 0/0 

インド 

〈人／人日〉 

0/0 0/0   0/0 

合計 

〈人／人日〉 

0/0 2/100 0/0 0/0 2/100 

② 国内での交流     5 人／ 10 人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

レーザー加速研究の世界の動向は、電子加速はキャピラリーを用いて

1GeV 級が達成され、次のステップは、10GeV クラスの高品質電子ビーム

を安定に発生させ、コンパクトな X 線放射光源、X 線 FEL あるいは高輝

度テラヘルツ光源に応用することにある。またイオン加速は、世界の多

くの高強度レーザー関連の研究機関で、がん治療のためのコンパクトな

粒子線治療機器の開発をめざした研究が盛んになっているが、陽子のエ

ネルギーで 70MeV―250MeV と言われる医療の窓エネルギーに現状の研究

では達しておらず、この陽子ビームの「医療の窓エネルギー」の達成が

当面の目標となる。これらレーザー・プラズマ加速に関するアジアにお

ける研究活動は、平成 18 年の本事業における「先端加速器研究開発」共

同研究の開始以来、中国、韓国、インドにおける本事業参加の主要な大
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学、研究機関で活発化し、一流学術雑誌の記事にも採り上げられ、高い

評価を受けるまでになった。本共同研究課題は、次年度はまだ４年目で

あるが、各国において研究体制、基盤設備、実験技術が今までの事業を

通じて整備されている。この相手先研究機関の研究資源を有効に活かし、

各研究機関の研究方針と特色に合わせた、長期的視野で共同研究を構築

するための研究課題を最終年度に実施する。 

 中国では、ともに中国科学院に所属する上海の SIOM と北京の IOP にコ

ンパクトなペタワットクラスのレーザーが存在し、それぞれ両研究所か

ら、それらのレーザーを利用したレーザー・プラズマ加速に関する共同

研究の申し込みを受け、実質的に 20 年度から具体的な研究目標、方法の

策定、キャピラリーの開発、ナノ薄膜ターゲット開発など準備作業が始

まっている。両研究所との共同研究の目的は、ともに当該研究分野の最

先端研究課題である 10GeV 電子加速と 200MeV 陽子加速を達成し、その早

期応用研究に途を拓くことである。このため SIOM においては、次の研究

課題を実施する。 

① 電子入射機構をもつアブレーション型キャピラリープラズマ加速器

の開発。 

② ペタワットレーザーによる 10GeV 級キャピラリー加速実験。 

③ 水素吸着カーボンナノチューブ薄膜陽子ターゲットの開発。 

④ ペタワット円偏光レーザー照射ナノ薄膜ターゲットによる 200MeV 級

陽子加速実験。 

 一方、IOP においては、KEK で新たに開発したガス充填型のキャピラリ

ーシステムを供与することにより、電子加速を中心とした次のレーザ

ー・プラズマ加速研究を行う。 

① 電子入射機構をもつガス充填型キャピラリープラズマ加速器の開発。

② 10TW 級レーザーを用いた高繰返しガス充填型キャピラリー加速実験

およびテーブルトップ X線源開発。 

③  ペタワットレーザーによるガス充填型キャピラリー10GeV 加速実

験。 

これらの共同研究を行うことにより、将来的に医療用、産業用等の応

用研究に利用される小型加速器の開発の推進に寄与することとなる。 

日本側参加者数  

３０ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」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 



 

 21

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 R－6 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 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

中国：Fu Shinian・IHEP・Professor (accelerator) 

   WANG, Fangwei・Institute of Physics・Professor(neutron science)

韓国：REE, Moonhor・POSTECH・Professor (neutron science) 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国 韓国 計 

 〈人／人日〉  〈人／人日〉  〈人／人日〉 〈人／人日〉

日本 

〈人／人日〉 

 5／22 

 

1／5 6／27 

中国 

〈人／人日〉 

20／195 

 

 0／0 20／195 

韓国 

〈人／人日〉 

4／40 0／0  4／40 

合計 

〈人／人日〉 

24／235 5／22 1／5 30／262 

② 国内での交流      2 人／6人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

 中国の CSNS 計画も準備がだいぶ進み、設計を行い始めて疑問となる多

くの点で相互の交流を進める。加速器分野では、従来もユーテリティ、

各サブシステム、ビームダイナミクスまで広く情報交換を行ってきた。

今 J-PARC が具体的に稼動開始する中で特に中国からの訪問希望が多い。

 一方、中性子科学分野では平成 20 年度に KEK の装置として 5台の中性

子実験装置が J-PARC に立ち上がり、コミッショニング及び一部共用実験

を開始した。また中国 CSNS 計画においては、day-1 装置について設計が

急ピッチで進められている。しかし、CSNS 計画の装置担当者はパルス中

性子実験装置を利用したことはあっても、自ら立ち上げた経験を有して

いない。そのため、J-PARC 実験装置の立ち上げ当初にコミッショニング

に関わることは，彼らにとって何にも代え難い経験であり、それが CSNS

計画の実験装置への設計にも反映されることになる。平成 21 年度は、主

に中国から、J-PARC におけるコミッショニング作業への参加を目的とし
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て実験装置関係者を受入れるとともに、今後展開するサイエンスについ

ては研究会を開催し双方の研究者の間で方向性を議論したい． 

日本側参加者数  

７４ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

中国側参加者数 

７６ 名 （１３－２ 中国側「参加研究者リスト」を参照） 

韓国側参加者数 

１８ 名 （１３－３ 韓国側「参加研究者リスト」を参照） 
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整理番号 R－7 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 

相手国側代表者 

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

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 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 

〈人／人日〉 

 5/31 2/8 0/0 7/39 

中国 

〈人／人日〉 

3/60  0/0 0/0 3/60 

韓国 

〈人／人日〉 

0/0 0/0  0/0 0/0 

インド 

〈人／人日〉 

0/0 0/0 0/0  0/0 

合計 

〈人／人日〉 

3/60 5/31 2/8 0/0 10/99 

② 国内での交流  0/0   人／人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

平成２１年度の研究では、ＩＬＣにおけるビームバックグランド、ビー

ムの交差角、非一様な測定器磁場等の効果を考慮して物理性能を評価す

ること、ＧＤＥが検討している新しい加速器パラメータの物理の観点か

らの評価、など物理シミュレーションによる研究を進めることが課題の

一つである。４月１７日から２１日にかけて、つくば市で Joint ACFA 

Linear Collider Physics and Detector Workshop and GDE meeting が

開催されるが、これに合わせて中国、韓国、インドの研究者が来日する

のでこの場を利用して、ＩＬＣ測定器研究の方針について打ち合わせる。

また、物理やシミュレーションによる研究を進めるために、秋に中国で

ミニスクールを開催する。 
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一方、中国と進めているＴＰＣの共同開発研究に関しては、平成２０年

度に行ったＴＰＣのビームテスト結果についての共同解析のために、相

互に訪問し解析を共同してすすめる。この研究は、TPC 特性の理解の進

展とＩＬＣ測定器の技術設計の完成に資する。 

日本側参加者数  

３７ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

中国側参加者数 

４９ 名 （１３－２ 中国側「参加研究者リスト」を参照） 

韓国側参加者数 

１２ 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 

１４ 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 R－8 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

相手国側代表者 

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 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 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 

〈人／人日〉 

 2/10 2/8 0/0 4/18 

中国 

〈人／人日〉 

12/900  0/0 0/0 12/900 

韓国 

〈人／人日〉 

5/120 0/0  0/0 5/120 

インド 

〈人／人日〉 

4/175 0/0 0/0  4/175 

合 計 

〈人／人日〉 

21/1195 2/10 2/8 0/0 25/1213 

② 国内での交流      0 人／0人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

現在、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・韓国・インド）と了解した。

平成２１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

にも取り組んでいきたい。 

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。 
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４）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、

今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きたい。 

５）新たに、B 中間子やチャーム粒子の稀崩壊などに解析の範囲を広げ

る。 

 21 年度には上記の解析について結果を出し、国際会議で発表し論文に

投稿する予定である。 

 これらの物理解析は、相手国側から来所し KEK に長期滞在している大

学院生・研究員が主に行っており、KEK で Belle 実験に携わることは彼

らにとって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  

１８ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

中国側参加者数 

２８ 名 （１３－２ 中国側「参加研究者リスト」を参照） 

韓国側参加者数 

２９ 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 

９ 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 R－9 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）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 

相手国側代表者 

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 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派 遣

先 

派遣元 

日本 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 

〈人／人日〉 

 0/0 2/20 0/0 2/20 

中国 

〈人／人日〉 

1/30  0/0 0/0 1/30 

韓国 

〈人／人日〉 

3/90 0/0  0/0 3/90 

インド 

〈人／人日〉 

1/60 0/0 0/0  1/60 

合計 

〈人／人日〉 

5/180 0/0 2/20 0/0 7/200 

② 国内での交流     2 人／ 10 人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

拠点事業の最終年度であるので、Ｂ３グループの主要な研究成果を全て

論文として発表することで、将来の、特にアジアに於ける素粒子物理学

研究の発展に寄与することを今年度の目標とする。 

１）今年度に開始されるＴ２Ｋ実験のニュートリノビームを韓国でも観

測するＴ２ＫＫ実験提案については、韓国側代表者の KO 氏を共同研

究者とし、相互訪問によって将来計画の展望を示す。 

２）KEKB の Belle 実験結果を基礎にした重クォーコニウム生成機構の再

検討に関しては、韓国の YU、LEE 氏との共同研究で、ハドロンコラ

イダー実験へのインパクトを明らかにする。 

３）将来のリニアコライダー物理に於ける精密実験の可能性に関するイ

ンドの DUTTA 氏との共同研究を完成させる。 
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４）本事業の前半に検討したＪＰＡＲＣから中国北京への超長基線ニュ

ートリノ振動実験について、Ｔ２ＫＫに続く将来計画としての物理

的意義と展望を再検討する。 

全ての研究成果を、論文として２１年度中に専門誌に投稿し、本事業の

成果を全世界の素粒子物理学研究者の共有財産とする。 

 

期待される成果： 

１）今年度に実験が開始されるＴ２Ｋ実験でミューニュートリノから電

子ニュートリノへの遷移が発見された場合、直ちに開始されるＴ２

ＫＫ実験韓国側検出器の設置箇所選定作業のために必要な、物理発

見能力の設置箇所依存性に関する研究が完成する。 

２）ＬＨＣ実験の初期段階で検出器カリブレーションのために重要な役

割を果たす重クォーコニウム生成において、そのスピン偏極を測定

することで生成機構に関する物理的考察を行うことが可能であるこ

とと、その重要性とが明らかになる。 

３）将来のリニアコライダー実験の最も基礎的な研究である、精密実験

による新しい物理探索の定量的評価を、普遍的な有効ラグランジュ

アンの方法で解析することで、類似の研究の標準化を加速し、計画

の推進に寄与する。 

日本側参加者数  

３０ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」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 R－10 研究開始年度 平成 14 年度 研究終了年度 平成 21 年度 

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/Psi 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 

相手国側代表者 

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 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国 計 

 〈人／人日〉   〈人／人日〉  〈人／人日〉 

日本 

〈人／人日〉 

 7/28 7/28 

中国 

〈人／人日〉 

0/0  0/0 

合計 

〈人／人日〉 

0/0 7/28 7/28 

② 国内での交流      2 人／4人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

共同研究の大綱 

H20 年度の成果を引き継ぎ、拠点計画の最終年度に当たり、今後の展望

を図りながら 21 年度おいて次のように実行計画たてる。イ）BESII デー

タ解析の継続、特に、 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）KEK の BELLE

データの解析を計画。これらの解析により得られる成果は Hadron’09

に報告予定である。上記のイ）及びロ）解析とデータ採取の為、H21 年

度も IHEP を訪問・打ち合わせ・検討及び共同作業を行う。研究計画 

1） extra scalar, κ'の探索を目指し、J/Ψ → K+K−π+π−及び J/Ψ →
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KSKSπ+π−データ解析において得られたヒントを元に、Dalitz plot 上

で PWA を行う。 

2） BESIII のデータ採取が軌道に乗り始めた時期である。J/Ψ崩壊事象

のみならず、ψ(2S) 崩壊によるχC0,1,2状態からの崩壊中間子の研究が

目論まれる。データ採取及び解析の手がかりを追及する。 

3） Belle 研究計画 e+e−衝突反応における中間子発生の事象が興味深い。

共同研究に参画を計画する。 

 

期待される成果 

1) 荷電κ粒子の検証に引き続いてκ’の存在を検証する。この研究は、

データの統計が十分でないことによって、容易でないことが予想さ

れるが検証を果たしたい。この検証によって、我々が主張する中間

子分類スキーム、U~(12)SFの基底状態ノネットが一層確かなものとな

る。間もなく出版予定の荷電κ粒子及び低質量ベクトル中間子、ω

(1250) U~(12)SFの基底状態ノネットが確立されると考えられる。 

2) κ’の存在を検証は、高統計データが期待される BESIII に拠って更

に確証が重ねられることが期待され、BESIII 研究計画への橋渡しと

なることが期待される。同時に、それはψ(2S) 崩壊によるχC0,1,2状態

からの崩壊中間子の研究の魁ともなる。 

3) Belle 研究計画 e+e−衝突反応における中間子発生の事象の研究に着

手できれば、わが国における中間子分光学的研究が大きく進むこと

に成り、ひいては、ハドロン物理学研究の基盤を醸成することにな

る。 

日本側参加者数  

１２ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

中国側参加者数 

８ 名 （１３－２ 中国側「参加研究者リスト」を参照） 
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整理番号 R－11 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

相手国側代表者 

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 

韓国：Sung-Ju Park, Pohang Accelerator Laboratory, Senior Researcher 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国 韓国 計 

 〈人／人日〉  〈人／人日〉  〈人／人日〉 〈人／人日〉

日本 

〈人／人日〉 

 3/12 1/4 4/16 

中国 

〈人／人日〉 

11/138  0/0 11/138 

 韓国 

〈人／人日〉 

0/0 0/0  0/0 

合計 

〈人／人日〉 

11/138 3/12 1/4 15/154 

② 国内での交流   0/0   人／人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

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。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ためのフィードバック

系の開発などに対し協力を行う。また、中国科学技術大学の放射光実験

所および高能物理研究所の北京放射光施設の両光源のビーム診断系の高

度化、ビーム安定化のための共同研究を行う。高エネルギー加速器研究

機構のＰＦ，ＰＦ－ＡＲ両蓄積リング、分子科学研究所ＵＶＳＯＲ蓄積

リング、広島大学ＨｉＳＯＲ蓄積リングを用いてビーム運動学の実験研

究を共同で行う。この共同研究の成果として、稼働中の放射光源の一層

の光ビームの安定化が期待でき、ひいては放射光のより高度な利用が期

待できる。今年度も従来どおり交流参加者はＣ１，Ｃ２一体となって共

同研究を推進する。 
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日本側参加者数  

１０７ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

中国側参加者数 

１０７ 名 （１３－２ 中国側「参加研究者リスト」を参照） 

韓国側参加者数 

５ 名 （１３－３ 韓国側「参加研究者リスト」を参照） 
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整理番号 R－12 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 

相手国側代表者 

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：SANYAL, Milan Kumar（Saha Institute of Nuclear Physics）・
Professor 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国 インド 計 

 〈人／人日〉  〈人／人日〉  〈人／人日〉 〈人／人日〉

日本 

〈人／人日〉 

 2/8 2/10 4/18 

中国 

〈人／人日〉 

10/265  0/0 10/265 

インド 

〈人／人日〉 

1/60 0/0  1/60 

合計 

〈人／人日〉 

11/325 2/8 2/10 15/343 

② 国内での交流   0/0   人／人日 

２１年度の研 

究交流活動計画

及び期待される

成果 

21 年度も 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・短期滞在研究者を受け入れていく。 

 BSRF からは Protein Crystallography、Phase contrast imaging 関係

の研究者の派遣を希望している。 

 SSRF か ら は XRD technique and application 、 Protein 

crystallography、 X-ray scattering、XAFS、soft X-ray 関係のビーム

ラインの研究者の派遣を希望している。特に今回は XRD technique や

Protein crystallography で長期滞在が希望されている。これが実現す
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れば両施設にとって実りある共同研究になることが期待される。 

一方、インドからは PF 内に設置されることになったインド研究者用の

ビームラインの調整作業のため、まずは 4 月にインド側のスタッフ（1

名）が来訪する。2 ヶ月～3 ヶ月の長期の滞在により、PF でのサポート

研究員との交流を図りながら、次のステップである回折計の納入とその

調整作業、予備実験へと進んでいくことを期待している。このことは本

プログラムの最後に当たり、インドとの放射光の実質的な交流の開始に

辿り着けたことを意味している。 

 これらの中国及びインドの放射光研究施設間の共同研究は、放射光科

学のアジア地域における振興と、その研究者コミュニティーの拡大及び

連携を約束するものである。このことは、今後の更なる放射光科学の発

展において大きな成果となる。 

日本側参加者数  

１０７ 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

中国側参加者数 

１０７ 名 （１３－２ 中国側「参加研究者リスト」を参照） 

インド側参加者数 

４ 名 （１３－４ インド側「参加研究者リスト」を参照） 

 



 

 36

１０－２ セミナー 
―実施する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）JSPS 拠点大学交流事業 

 第三回 ILC アジア研究開発セミナー 
（英文）JSPS Core University Program 

3rd ILC Asian R&D Seminar 
開催時期 平成 22 年 1 月 12 日 ～ 平成 22 年 1 月 15 日（4 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）インド・Indore・RRCAT 
（英文）India, Indore, RRCAT 

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 
(※日本以外での開催の場合) 

S. Krishnagopal・RRCAT India・Professor 

 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
(  インド  ) 

日本 
<人／人日> 

A. 5 人/20 人日

B. 1 人/4 人日

C. 1 人/4 人日

  インド 
<人／人日> 

A. 
B. 
C. 13 人/52 人日

中国 
<人／人日> 

A. 
B. 
C. 1 人/4 人日

韓国 
<人／人日> 

A. 
B. 
C. 1 人/4 人日

合計 
<人／人日> 

A. 5 人/20 人日

B. 1 人/4 人日

C. 15 人/60 人日
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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。） 

 
セミナー開催の目的 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。 

 日本、中国、韓国、インドで共同開発を行っている光高周波電子源に

ついては研究成果と今後の共同開発の具体的な案を作成する。また、

超伝導加速空洞開発の共同研究に関する意見交換と技術交流を行

う。特に、高電界超伝導高周波加速空洞製作試験と超伝導空洞用クラ

イオモジュール製作に関する共同開発案を作成する。 
期待される成果 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必要

がある。共同研究開発の１０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る。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

かけて討議できるので、今後の共同研究開発の内容がより明確なもの

になることを期待する。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２１

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うので、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す

る。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国の計画に貢献する。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 計画への研究協力を期待している。 
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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） 

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

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）,Eun-San Kim、慶北大学、教授（組織委員会委員） 

Pei Guoxi、高能物理学研究所、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） 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容 5 名、20 人日、     金額 1,400,000 円

交通費、日当、宿泊費       （消費税額込み）

インド側 内容 セミナー準備費等     金額 500,000 円

中国（地域）側 内容  1 名、4人日      金額 280,000 円 

交通費、日当、宿泊費 

韓国（地域）側 内容  1 名、4人日      金額 280,000 円 

交通費、日当、宿泊費 
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整理番号 S－2 
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 12 月 7 日 ～ 平成 21 年 12 月 11 日（ 5 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）中国・北京・高能物理研究所 
（英文）China・Beijing・IHEP 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）山本 昇・高エネルギー加速器研究機構・准教授 
（英文）Noboru Yamamoto, KEK, Associate Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

Lei, Ge, IHEP Beijing, Assistant Professor 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
( 中国 ) 

 
日本 

<人／人日> 

A. 6 人 / 38 人日

B. 
C. 

 
 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 

 
 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 

 
合計 

<人／人日> 

A. 6 人 / 38 人日

B. 
C. 

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 これまでの拠点大学事業で各地で開催してきたEPICSセミナーの

成果もあり、拠点大学事業参加国とくに中国では EPICS を加速器

制御に採用する事例が増えてきた。現在中国では次期計画として

CSNS の建設に向けての研究活動が進められている。この CSNS
でも 加速器等の制御システムに EPICS が採用される見込みであ

る。これまでの EPICS セミナーで実施されてきた基礎的な EPICS
を拡充し、EPICS の応用に関するセミナーを CSNS の開発研究の

中心地である IHEP Beijingで開催することは拠点大学プログラム

での EPICS セミナーの総まとめとしても意義深いことである。 

期待される成果 EPICS の応用に関するセミナーを開催する事で、これまでの

EPICS セミナーの成果をより具体的な応用に適用する方法につい

ての相互の理解を深めることが期待される。これにより、今後建

設される加速器の制御システムにEPICSを採用することが容易と

なり共同研究の更なる活発化が期待される。 

セミナーの運営組織 KEK および IHEP Beijing の加速器制御グループが運営を担当す

る。 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容              金額 
講師派遣旅費          1,300,000 円 
                （消費税額込み）

中国側 内容              金額 
会場設営、実習用機器の整備 
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整理番号 S－3 
セミナー名 （和文）JSPS 拠点大学交流事業「加速器に関するセミナー」 

（英文）Accelerator Seminar Supported by Core University 
Program of JSPS 

開催時期 平成 21 年 12 月 14 日 ～ 平成 21 年 12 月 18 日（5 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）インド、ムンバイ、バーバ原子力研究所 
（英文）BARC, Mumbai, India 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）黒川 眞一 
（英文）Shin-ichi Kurokawa 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

Dr Vinod Sahni, Head of Physics Division of BARC 

 
 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
( インド      ) 

 
日本 

<人／人日> 

A. 6/42 人日

B. 
C. 

 
  インド 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 55/330 人日

 
 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 

 
合計 

<人／人日> 

A. 6/42 人日

B. 
C. 55/330 人日

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 インドのムンバイにあるバーバ原子力研究所（BARC）にて、加

速器に関するセミナーを 5 日間にわたって開催する。このセミナ

ーは、粒子加速器の基礎から応用までをカバーし、加速器に関し

て、ごく初歩的な知識を持っていれば、加速器の全貌について理

解できるようにカリキュラムを組む。講師は、日本から 6 名、イ

ンドから 5 名、計 11 名からなる。 

期待される成果  インドにおいては、加速器科学は黎明期にあり、加速器に関す

る、系統だった講義が集中的に行われることはほとんどない。こ

のセミナーにおいては、加速器の全体にわたって系統立った講義

を行い、インド人若手研究者と大学院生が加速器を理解できるよ

うにする。インドにおける加速器科学の水準を高めることに貢献

し、また、将来性のあるインド人若手研究者にたいし、日本のプ

レゼンスを高め、今後の加速器科学における日印協力体制の強化

をはかることができる。 

セミナーの運営組織 日印合同で、セミナーのための組織委員会を結成し、カリキュラ

ムをはじめとする、セミナーに必要な事項を決定する。現地での

実際的な運営は、インド側が行う。 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容 講師派遣旅費             
  金額 1700 千円（消費税額込み） 

（インド）国（地域）

側 
内容 会議運営とインド人参加者の旅費と滞在費   

金額 2000 千円 
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整理番号 S－4 
セミナー名 （和文）JSPS 拠点大学交流事業成果発表会 

（英文）JSPS Core University Program 2000-2009 
開催時期 平成 21 年 9 月 15 日 ～ 平成 21 年 9 月 16 日（2 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）中国，北京，高能物理研究所 
（英文）China, Beijing, IHEP 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）野崎光昭 
（英文）Mitsuaki Nozaki 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外での開催の場合) 

ZHANG, Chuang 
Institute of High Energy Physics ・Vice Director・ 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
(中国) 

 
日本 

<人／人日> 

A. 15/45
B. 
C. 

インド 
<人／人日> 

A. 
B. 
C. 3/9

韓国 
<人／人日> 

A. 
B. 
C. 2/6

 
  中国 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 30/90

 
合計 

<人／人日> 

A. 15/45
B. 
C. 35/105

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 10 年間の本事業による研究活動の成果発表会を開催し，本事業の

総括を行う。 

期待される成果 10 年間の成果を踏まえて，アジア連携強化に向けて今後目指すべ

き方向，整備すべき体制，解決すべき問題点等について協議する。

セミナーの運営組織 野崎光昭（責任者） 
実行委員：河田洋（副責任者），各プログラムの代表 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容            金額 
旅費，滞在費        2,400 千円 
              （消費税込み） 

中国側 内容            金額 
国内旅費，滞在費，会議費  
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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> 

中国 

<人／人日>

韓国 

<人／人日>

インド 

<人／人日>
計 

日本 

<人／人日> 

 28/35 10/35 4/28 42/98 

中国 

<人／人日> 

3/15  0/0 0/0 3/15 

韓国 

<人／人日> 

3/15 0/0  0/0 3/15 

インド 

<人／人日> 

3/150 0/0 0/0  3/150 

合計 

<人／人日> 

9/180 28/35 10/35 4/28 51/278 

②  国内での交流    0/0   人／人日 
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１１．平成２１年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 １４，４００，０００ 

国内旅費、外国
旅費の合計は、
研究交流経費の
５０％以上であ
ること。 

外国旅費 ２０，９５４，０００ 

謝金 ０  

備品・消耗品購入費 ０  

その他経費 １，２２０，０００  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

１，０４６，０００  

計 ３７，６２０，０００ 
研究交流経費配
分額以内である
こと 

委託手数料 ３，７６２，０００ 

研究交流経費の
１０％を上限と
し、必要な額で
あること。 
また、消費税額
は内額とする。 

合  計 ４１，３８２，０００  

 

 

１２．四半期毎の経費使用見込み額及び交流計画 

 

 経費使用見込み額（円） 交流計画人数〈人／人日〉 

第１四半期 ８，２７６，４００ ５８／９９７ 

第２四半期 ５，２６６，８００ ３６／６１９ 

第３四半期 １０，５３３，６００ ７２／１２３６ 

第４四半期 １３，５４３，２００ ８２／１３９０ 

合計 ３７，６２０，０００ ２４８／４２４２ 

 


