
 

拠点大学交流事業 

平成２１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．研究交流課題名 

（和文）：電子加速器における加速器、高エネルギー物理学と放射光科学の研究  
                   （交流分野： 加速器科学        ）  
（英文）：Study on Accelerators, Elementary Particle Physics and Synchrotron Radiation 

Science in Electron Accelerators （交流分野： Accelerator Science    ）  
 研究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）： 共通基盤研究施設・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： 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 
 

様式８ 
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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 
     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 
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 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 

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．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
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終了後のさらなる展開に向けた活動を進める。 

 
７．平成２１年度研究交流成果 
 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

 
 昨年度までに日中、日韓、日印それぞれの 2 国間交流が軌道に乗った。これをベースに

本年度は日中韓印の多国間協力を立ち上げることを目指した。2009 年 12 月に本事業の総括

を行う研究会を北京で開催し、多国間の共同研究を議論する場を立ち上げた。ここで、日

本、中国、韓国、インド各国の加速器技術の現状・進展状況を改めて確認し、それぞれの

国の得意分野・技術を活かした相互交流、協力のあり方等について検討を行った。本事業

終了後は、このプラットフォームを利用して引き続き 4 ヶ国間での加速器科学に関する共

同研究，研究者の交流を進めることとした。 

 

７－２ 学術面の成果 

実施した共同研究 

① 超伝導・低温技術に関する共同研究(R-1) 

IHEP の超伝導空洞は順調に運転を続けているが、今後の電流増加と安定した運転に対

する結合バンチ不安定性の効果について情報交換をするとともに実験についての協議

を行った。また IHEP の空洞技術として開発を進めている大電力入力結合器がようや

く完成したので、共同電力試験を計画し準備を終えた。上海放射光では、新しい超伝

導空洞材料としての MgB2 の特性について及び大電流加速の技術についての検討を行

った。 

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った。 

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

国際協力下で推進した。 

④ EPICS 共同開発研究(R-4) 
EPICS の一層の普及を図るため、EPICS 利用者間の情報交換及び人的交流を実施し

た。ソフトウェア共有や EPICS に基づく制御システムの構築に際し生ずる問題を共同

で解決することで、EPICS システムソフトウェアの高度化を推進した。 

⑤ 先端加速器研究開発（R-5） 
上海の SIOM と北京の IOP にあるコンパクトなペタワットクラスのレーザーを使用し、
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応用研究についての検討を行った。 

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、今後展開するサイエンスについて双方の研究者の間で方向性を議論

した。 

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の影響やGDEが検討している新しい加速器パラメ

ータを考慮して、物理・測定器シミュレーション研究を進めた。また ILC 測定器性能

の基盤となる TPC 検出器について中国清華大学と共同して開発研究を進めた。 

⑧ BELLE 実験(R-8) 
Belle 実験は本格的なデータ収集を行っており、相手国側（中国・韓国・インド）の了

解の上物理解析を集中して行い、昨年度まで行ってきた研究を継続し、且つ新たな物

理解析テーマに取り組んだ。 

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ため、グループの主要な研究成果を論文として発表した。 

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) 
昨年度までの成果を引き継ぎ、BESII データ解析を継続すると同時に、BEPCII にお

ける BESIII データ解析の検討、更に KEK の BELLE データの解析を進める方策を検

討した。 

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) 
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っ

た。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で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

協力を行った。 

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った。 

 

７－３ 若手研究者養成 

 
いずれの研究課題においても中国、韓国、インドから多くの大学院生が参加しており、

本事業を通して加速器科学の最先端の研究に取り組んでいる。またセミナーを通して若手

研究者の育成を行った。平成 21 年度に実施した事業評価では、セミナー・ワークショップ

等に積極的に若手研究者を参加させたことが評価された一方で、共同研究での若手研究者
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の長期滞在が予算等の都合により制約されたことが課題として指摘された。そういった状

況において平成 21 年度に博士号取得者が 1名あり、これまで本事業を通じて国内外合わせ

て 40 名を超える博士号取得者を輩出したことは、若手研究者の育成に本事業が貢献したこ

との一つの現れといえる。 

 

 
７－４ 社会貢献 

 

 本事業による研究交流を並行して，日中韓印の加速器研究所の協力を得て，広報担当

者間の連携を構築すべく、共同で Asia Accelerator Plaza というウェブサイトを立ち

上げた（http://www.aaplaza.org/ を参照のこと）。加速器関連の記事を一般向けに書

き直し、日中韓の 3 カ国語（中国語は繁体と簡体）で提供している。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 

中国、韓国、インドにはいずれも国内に加速器施設があるが，そのような中核研究機

関を持たない東南アジア諸国の研究者に、如何にして最先端の加速器科学を研究する機

会を提供できるかが今後の課題である。 

 

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   １５本 

   うち、相手国参加研究者との共著  ８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  １２本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 

 

 



 

 7

８．平成２１年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

この交流事業は、12 のサブグループを持ち、各グループとも活発な共同研究を行った。 

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った。 

研究成果は７−２欄に記載した。 

 

８－２ セミナー 
実施するセミナー 

以下のセミナーを実施した。 
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った。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い、アジア多国間の ILC 研究

開発に関する理解を深めた。 
また別の日程で行うこととしていた粒子加速器の基礎から応用までをカバーする、加

速器に関するセミナーを併せて行った。 
② 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。このこと

から、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、CSNS の

開発研究の中心地である北京の IHEP で開催した。CNRS の将来を担う若い研究者が

多数参加し、また加速器以外のグループからの参加もあり EPICS が広く受け入れられ

ていることを示している。 
③ 拠点事業に係る成果発表と今後の方向性について議論するセミナーを北京の IHEP に

て開催した。 
 

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 年度においては 4 月に中国、7 月に韓国を訪問し、現地調査を

行った。現地調査では、本事業開始後のそれぞれの国の加速器科学・技術の進展状況、本

事業を通じての交流状況の確認が行われた。最終的には、現地調査の報告に加え、共同研

究グループごとの成果を確認するとともに、平成 16 年度に実施した中間評価に対する対応

状況について点検を行い、今後の発展に向けての課題などを取りまとめた。 
また、12 月に中国で行ったセミナーの機会を利用し、今後の拠点間の交流の一層の

推進に向けた協議を行った。 



 

 8

９．平成２１年度研究交流実績人数・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> 

中国 

<人／人日>

韓国 

<人／人日>

インド 

<人／人日> 

合計 

<人／人日>

日本 

<人／人日> 

実施計画 

 
87/389 20/90 

19/110 
(1/4) 

126/589 
(1/4) 

実績 
99/698 
(2/8) 

21/72 
11/76 
(1/4) 

131/846 
(3/12) 

中国 

<人／人日> 

実施計画 72/2269 
 

0/0 
0/0 

(1/4) 
72/2269 

(1/4) 
実績 47/1283 0/0 0/0 47/1283 

韓国 

実施計画 26/865 
0/0 

(2/6) 
 

0/0 
(1/4) 

26/865 
(3/10) 

実績 21/187 
0/0 

(4/12) 
0/0 

(2/8) 
21/187 
(6/20) 

インド 

<人／人日> 

実施計画 12/485 
0/0 

(3/9) 
0/0 

 

12/485 
(3/9) 

実績 11/378 
0/0 

(3/9) 
0/0 

11/378 
(3/9) 

合計 

<人／人日> 

実施計画 110/3619 
87/389 
(5/15) 

20/90 
19/110 
(3/12) 

236/4208 
(8/27) 

実績 79/1848 
99/698 
(9/29) 

21/72 
11/76 
(3/12) 

210/2694 
(12/41) 

 

※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。） 

※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 

  11／30   <人／人日> 13/19   <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 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> 

実施計画  3/15 0/0 3/15 

実績 1/6 0/0 1/6 

中国 

<人／人日> 

実施計画 4/80  0/0 4/80 

実績 0/0 0/0 0/0 

インド 

<人／人日> 

実施計画 1/5 0/0  1/5 

実績 0/0 0/0 0/0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 5/85 3/15 0/0 8/100 

実績 0/0 1/6 0/0 1/6 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２１年度の研

究交流活動及

び成果 

 

・IHEP の超伝導空洞の運転条件に関する議論を行った。現在 BEPC-II 加

速器は高エネルギー実験のための衝突モードにおいて蓄積電流が 600mA

に達した。ここに至るまで種々のビーム不安定性を克服してきたが、その

原因究明のため、その都度、超伝導空洞の性能と運転条件について議論し

た。結局、ここまで２台の超伝導空洞は順調に運転を続けており、不安定

性の原因にはなっていないことが判った。 

・IHEP は自力で超伝導空洞の部品開発を始めており、その一部である大

電力入力結合器の性能確認試験について検討した結果、KEK で実施するこ

とにし、その準備を始めた。平成 22 年度前半に電力試験を行う予定とし

ており、到達目標は 300kW である。 

・上海放射光施設を訪問し大電流加速について議論した。上海放射光はコ
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ーネル型超伝導空洞を使用しており、その性能差について議論した。また

薄膜超伝導や新材料の加速空洞への応用の可能性について議論した。 

・韓国の加速器への超伝導空洞の応用を検討した。韓国 PAL では現有放射

光加速器の高度化のために超伝導空洞の利用を考えており、その候補とし

て KEKB 型超伝導空洞の可能性を議論した。性能上からは十分に対応でき

るが、時間的な条件や KEK 側の人的余力に問題があることが判明した。 

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 ）国（地域）側参加者数 

38 名 （１３－２（中国）国側「参加研究者リスト」を参照） 

（ インド ）国（地域）側参加者数 

1 名 （１３－４（インド）国側「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・教授 

（英文）Hitoshi Fukuma, High Energy Accelerator Research Organization,  

Professor 

相手側代表者 

氏名・所属・職 
中国：秦庆・高能物理研究所・教授 

Qing Qin, Institute of High Energy Physics, Professor 

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 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 実施計画  5/25 0/0 0/0 5/25 

実績 5/24 0/0 0/0 5/24 

中国 
 

実施計画 4/56  0/0 0/0 4/56 

実績 3/30 0/0 0/0 3/30 

韓国 
 

実施計画 0/0 0/0  0/0 0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

ｲﾝﾄﾞ 実施計画 0/0 0/0 0/0  0/0 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

合計 

 

実施計画 4/56 5/25 0/0 0/0 9/81 

実績 3/30 5/24 0/0 0/0 8/54 

②国内での交流          0 人／0人日 

２０年度の研究交

流活動及び成果 

 

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った。以下に本年度の活動に

ついて記す。 

 

1. BEPCII での縦方向結合バンチ不安定性に関する研究およびビーム不安定

性抑制のための高速フィードバックシステムの研究 
EPCII の陽電子リングで縦方向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

を抑制するために縦方向バンチ毎フィードバックシステムが準備されコ

ミッショニングが行われた。IHEP に研究者を派遣してコミッショニング

に参加し不安定振動が抑制されることを確かめた。また、不安定性成長
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率の測定も行った。 

2. 衝突型加速器でのビーム－ビーム効果の研究 

1) IHEP に研究者を派遣し以下の活動を行った。 

a) BEPCII では、水平方向ベータトロンチューンを半整数共鳴に近づけた

時に、ルミノシティは上昇するがビームが不安定になり物理検出器への

ノイズが高くなって運転が困難になるという問題が起きている。この問

題についてビーム光学系の補正やビームビーム効果の観点から議論を行

った。また、検出器ノイズの評価に必要な Touschek 効果のビーム寿命へ

の影響に関する測定を行った。 
b) KEKB では衝突点での水平－垂直方向カップリングがルミノシティに

影響を与えることが観測され、ビームービームシミュレーションでも確

認されている。この効果の研究に有用なビーム位置モニタを使った水平

ー垂直方向カップリングの測定を BEPCII で試みた。 
2) IHEP から研究者を招聘し、ビーム衝突安定化のための軌道フィード

バックシステムに関して情報交換および議論を行った。 
3. 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 

1) ビーム位置モニタは、ビームを安定に運転するために必要不可欠な重

要モニタである。IHEP に研究者を派遣し、ビーム位置モニタ性能向上の

ための議論を行った。特に、KEKB で行われているビームによるゲイン

校正の必要性を指摘した。また、BEPCII で取得されたターン毎ビーム位

置モニタの測定データの解析を行った。 
2) IHEP から研究者を招聘し、a) BEPCII のビーム診断装置、b) LINAC
ビームプロファイル測定用ワイヤスキャナ、c) 電子ー陽電子ビーム位置

同時測定用ビーム位置モニタ、d) BEPCII の放射光モニタシステムの改

善案の検討、e) バンチ毎フィードバックシステム用ディジタルフィルタ、

に関する情報交換と議論を行った。 

4. その他 

1) IHEP に研究者を派遣し KEKB アップグレーッド計画の概要について

紹介し IHEP の研究者と意見交換を行った。 

2) IHEP から研究者を招聘し、a) ワイヤスキャナを用いたビームトラン

スポートラインと KEKB リングの光学マッチング、 b) 入射ビーム位置

安定化のための軌道フィードバック、c) 電子－陽電子ビームの KEKB リ

ングへの同時入射システム、に関する情報交換と議論を行った。 

 

なお、電子雲不安定性に関する研究と電子リングでのイオンおよびダス

ト効果の研究は、現在、BEPCII の運転上の障害にはなっていないため共
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同実験は行わなかった。 

日本側参加者数  

14 名 （１３－１ 日本側参加者研究者リストを参照） 

中国側参加者数 

20 名 （１３－２ 中国側参加研究者リストを参照） 

韓国側参加者数 

0 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 

0 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-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：P. D. Gupta・RRCAT India・Director 

交流人数 

（※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> 

実施計画  

 

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

実績 5/68 1/1 1/16 7/85 

中国 

<人／人日> 

実施計画 3/500  

 

0/0 0/0 3/500 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 11/600 0/0  0/0 11/600

実績 3/13 0/0 0/0 3/13 

インド 

<人／人日> 

実施計画 1/5 0/0 0/0  

 

1/5 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 15/1105 1/5 1/5 1/5 18/1120

実績 3/13 5/68 1/1 1/16 10/98 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２１年度の研究交流活

動及び成果 

 

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

行った。この装置の共同製作と共同実験によって、高度な加速器
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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た。 

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。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行っている。 

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

よる制御技術開発と電子ビームを最終収束点で37nmまで絞り込む

実験を行っている。 

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。ここで得られた軌道測定分解能 50nm および時間分解能

150nsec を達成するという技術は現在高精度ビーム軌道フィードバック

系に使用するなどの成果となり、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。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
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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、

技術交流のために 35MV/m 用 9 cell 超伝導空洞の開発研究を STF

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 建設に貢献することを期待している。 

なお本共同研究についてはアジアからの招聘者を増やすため、本

機構の予算で滞在費の補助を行っており、当初見込んでいた相手側

機関からの招聘者については調整の結果本機構の予算で招聘するこ

ととなったため、拠点事業の経費による招聘は減ることとなった。 

日本側参加者数  

57 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

（  中  ）国（地域）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（地域）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 ）国（地域）側参加者数 
14 名 （１３－４（インド）国側「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> 

実施計画  3/15 1/5 1/5 5/25 

実績 4/30 1/4 0/0 5/34 

中国 

<人／人日> 

実施計画 1/30  0/0 0/0 1/30 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

韓国 

<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 

インド 

<人／人日> 

実施計画 1/30 0/0 0/0  1/30 

実績 0/0 0/0 0/0 0/0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 2/60 3/15 1/5 1/5 7/85 

実績 0/0 4/30 1/4 0/0 5/34 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２１年度の研究交流活

動及び成果 

 

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、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こととした。 

Programmable Logic Controller(PLC)の CPU 上で直接、EPICS

のコア・プログラムを実行する組み込み EPICS の技術、及び同技

術が大規模実験施設の制御にもたらす効果に関して、韓国の制御

グループのメンバーと議論を行った。その結果、核融合実験にお

いては従来 PLC が得意としていた分野よりも、むしろ遅い信号を

対象としたデータ収集の分野において、同技術に高い利用価値が
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あることが分かった。 

また、中国の上海放射光施設において現在開発中の組み込み

EPICS に関する情報交換及び議論を行った。今後も一層の研究交

流の活発化が期待される。 

なおインドとも交流を行う予定であったが、具体的日程等の都

合により今年度は実施されなかった。 

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 ）国（地域）側参加者数 

61 名 （１３－２（中国）国側「参加研究者リスト」を参照） 

（ 韓国 ）国（地域）側参加者数 

3 名 （１３－３（韓国）国側「参加研究者リスト」を参照） 

（ インド ）国（地域）側参加者数 

38 名 （１３－３（インド）国側「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：Jie Gao・IHEP・Professor 

    Jie Zhang・SJTU・Professor 

      Baifei Sheng・SIOM・Professor 

      Liming Chen・IOP･Professor 

交流人数 

（※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> <人／人日>

日本 

 <人／人日> 

実施計画  2/100  2/100 

実績 6/166  6/166 

中国 

<人／人日> 

実施計画 0/0   0/0 

実績 0/0  0/0 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 0/0 2/100  2/100 

実績 0/0 6/166  6/166 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２１年度の研

究交流活動及

び成果 

 

新しい原理や手法を用いる粒子加速器や放射光源の研究開発を行うこと

を目的に、レーザープラズマ加速法の研究開発を中心に、本事業では高強

度レーザー開発とその応用研究を熱心に進めている中国、韓国、インドと

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実験的な共同研究を行ってきたが、本

年度は、最終年度となるため、共同研究事業をまとめ、さらに将来への発

展的な事業を展開する基礎を確立することに重点を置くため、最も共同研

究が進展していた中国に絞って研究交流活動を行った。したがって、再三

招請のあったインド、韓国とはワークショップ等での研究情報交換に留ま

った。 

中国科学院上海光学精密機械研究所（SIOM）とは、高エネルギープラズ

マ加速器として長尺アブレーション型キャピラリーの開発を行った。4cm
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アブレーション型キャピラリーは、本事業で中国 CAEP と GeV 級の加速を初

めて実証し、一流科学雑誌でも注目されたが、このキャピラリー加速器の

実用化を進めるため、種々の新タイプのキャピラリーを試作し、SIOM のレ

ーザー設備を用いて、高強度レーザーパルスのガイディングテスト、電子

加速実験を実施し、キャピラリーの操作、運転に関する重要な知見を得た。

SIOM では、ほぼ１年にわたり、大学院学生を中心としたグループが、試作

キャピラリーのベンチテストを行い、プラズマチャンネル生成法の安定化、

電子入射制御法の開発、プラズマチャンネル電子密度分布の精密測定、長

寿命化に成功し、研究論文にまとめられた。さらに新たに開発されたキャ

ピラリーを用いた SIOM PW レーザーシステムによる電子加速実験が実施さ

れ、進行中であるが、レーザー条件が整えば世界最高エネルギーのレーザ

ー加速も可能となる。また SIOM からは、JSPS の短期研究者招へいプログ

ラムにより、レーザープラズマ加速のシミュレーション研究の権威である

Baifei Shen 教授を 2 ヶ月間 KEK に招へいし、レーザープラズマ加速に関

するシミュレーション研究の共同研究も実施した。 

上海交通大学（SJTU）とは、レーザープラズマ加速器の応用として高エ

ネルギー電子ビームによる放射線治療器の概念設計について共同研究を行

った。SJTU はロボット工学研究では世界トップレベルにあり、キャピラリ

ーレーザープラズマ加速器を組込んだロボットアームを用い、レーザープ

ラズマ加速器からの電子ビームの高エネルギー高品質性能と、ロボットア

ームによる自由自在な多方向からの多重照射による、従来にないコンパク

トな放射線治療装置が実現することをこれまでの共同研究で明らかにし

た。実際に、小規模の医療機関でも使用できる治療機器とするために、レ

ーザーシステム、真空光路を組込んだロボットアーム、ロボットアーム先

端に取り付けられるレーザープラズマ加速器部の基本的な概念設計を終了

した。次のステップとして、本試作機の製作を短期間で行い、ビーム性能

試験と医学試験を SJTU の協力を得て実施する計画である。本計画は、世界

でも初めてとなるレーザープラズマ加速の実用化をめざしている。 

中国科学院物理研究所(IOP)とは、SJTU でのプロジェクトに使用する、

ガスフィル型キャピラリープラズマ加速器の開発をテーマとして行った。

SIOM で先行試験を行っているアブレーション型は、システム、取り扱いが

簡便であるが、寿命が短いという実用面では決定的な短所があるため、前

年の英国オックスフォード大学、韓国光州科学技術院（GIST）との共同研

究で進めてきたガスフィル型キャピラリー技術を発展させ、アブレーショ

ン型の長所を取り入れた、医療応用にも使用可能な独自のキャピラリープ

ラズマ加速器を完成し、KEK でプラズマ生成の耐久試験を行い、良好な結
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果を得た。IOP では、PW 級レーザーとともに、100TW 級の高繰返しレーザ

ーの整備、レーザープラズマ加速実験装置が完成しており、ガスジェット

による加速実験が開始された。次のステップは、この装置を用いた新開発

のガスフィルキャピラリープラズマ加速器による電子加速実験を実施する

計画である。 

韓国、インドとは、直接研究者訪問による交流活動は、実施されなかっ

たが、2009 年 8 月に台湾新竹の台湾放射光で開催された「第４回レーザー

プラズマ加速と放射アジアサマースクール（4th ASS & S）」や 2009 年 12

月に北京 IHEP で開催された「第 1 回アジア加速器合同ワークショップ

（JAAWS）」に出席した際に、韓国、インドの研究者と互いの研究発表と進

展状況を報告、議論する機会をもち、本研究がアジアにおいて世界のトッ

プレベルに遅れることなく、進展していることを実感した。とくにインド

の RRCAT からは、本事業による KEK の貢献を高く評価され、共同研究の継

続を再三要請された。 

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 ）国（地域）側参加者数 

16 名 （１３－２（中国）国側「参加研究者リスト」を参照） 

（ 韓国 ）国（地域）側参加者数 

7 名 （１３－３（韓国）国側「参加研究者リスト」を参照） 

（ インド ）国（地域）側参加者数 

5 名 （１３－３（インド）国側「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> 

実施計画   5／22 1／5 6／27 

実績  5／34 0／0 5／34 

中国 

<人／人日> 

実施計画  20／195     0／0 20／195 

実績  11／84 0／0 11／84 

韓国 

<人／人日> 

実施計画   4／40   0／0  4／40 

実績   13／53 0／0 13／53 

合計 

<人／人日> 

実施計画 24／235   5／22 1／5  30／262 

実績  24／137   5／34 0／0   29／171

② 国内での交流       0 人／0人日 

２１年度の研

究交流活動及

び成果 

 

主に中国，韓国と J-PARC 実験装置のコミッショニング参画のため装置担当者

の滞在を受入れた。また、研究会等を通じて今後の加速器科学の方向と協力ア

イテムを議論した。人的な交流を通じて，アジア地域におけるパルス中性子科

学の研究交流体制を構築し，最先端の加速器および中性子実験装置技術に基づ

いた，当該地域全体の中性子科学分野の研究レベルの向上に貢献した。 

日本側参加者数  

78 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

中国（地域）側参加者数 

84 名 （１３－２中国側「参加研究者リスト」を参照） 

韓国（地域）側参加者数 

28 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(JSPS) 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 

(JSPS) 
実施計画  5/31 2/8 0/0 7/39 

実績 2/10 3/11 0/0 5/21 

中国 
 

実施計画 3/60    3/60 

実績 4/139   4/139 

韓国 
 

実施計画 0/0    0/0 

実績 0/0   0/0 

ｲﾝﾄﾞ 実施計画 0/0    0/0 

実績 2/15   2/15 

合計 

 

実施計画 3/60 5/31 2/8 0/0 10/99 

実績 6/154 2/10 3/11 0/0 11/175 

②国内での交流          0 人／0人日 
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２１年度の研究交

流活動及び成果 

 

従来より進めてきた ILC 測定器に関する提案は、ILD(International 

Large Detector) のLetter of Intent (LOI)としてまとめ、ILCのResearch 

Director に提出するとともに、平成 21 年度 4月につくば市にて開催され

た TILC09 国際会議の場にて発表した。ILD LOI は国際測定器諮問委員会

(IDAG)によるインタビューと評価が 7月にかけて行われ、9月には引き続

き詳細技術設計に向けた研究を進めるべきであるとの判定を得た。ILD 

LOI における研究では、日本グループはヒッグス粒子、トップ粒子、SUSY

粒子等の反応を中心に研究を行った。この研究ではフルシミュレーショ

ンと実際的なアルゴリズムによるデータ解析により、ILC 実験では従来の

実験に比べジェットエネルギー測定精度が 2 倍以上向上でき、ハドロニ

ック崩壊モードでの SUSY 粒子の測定や、トップクォークの荷電測定が可

能であり、ヒッグス粒子の質量が 50 MeV 以下で測定可能であることを示

した。 

ILC加速器パラメータは最近のR&Dの進展を踏まえて新しいパラメータ

セットが GDE より提案された。これによる測定器性能の比較の検討が 21

年度後半に行われた。この結果、電力節約に重点を置いたパラメータで

はビームビーム相互作用によるバックグランドは標準のパラメータに比

べてほぼ同程度であるが、50MeV 程度のヒッグス質量測定精度を達成す

るにはルミノシティーが不十分であり、さらなる検討が必要なことが判

明した。 

TILC09 に際しては、インドと中国より研究者が訪日し ILC 測定器開発の

現状と今後の研究方針に関して打ち合わせをした。また、韓国の研究者

らとの打ち合わせのために 11 月には 2名が訪韓している。 

 また、e+e-  ZHH による Higgs 粒子 の自己相互作用の検証を目指し

て 2レプトン＋４ジェット終状態の研究を中国の研究者と新しく始めた。

自己相互作用の研究は、Higgs による真空の自発的対称性の破れの解明

のために不可欠のものである。この研究のために中国の研究者が延べ約 3

カ月滞在した。この研究では始めに簡易シミュレーターによる研究によ

り 2ab-1 の積分ルミノシティーで 3σ 弱の精度が得られることが分かっ

た。現在は、詳細な Full Simulation による検討を進めている。 

 本研究のもう一つの課題は、TPC の開発研究である。これについては

DESY で LCTPC グループとして行うビームテストの準備が日中で共同して

行った。日本と中国のチームは GEM や読み出しシステムを作成しテスト

するとともに、軌跡再構成プログラムの開発を進めている。ビームテス

トで使用する電磁場が十分一様ではないので、非一様な磁場に対応した

再構成プログラムの開発が望まれている。ILC 実験環境下でも同種のドリ
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フト磁場と電場の非一様性があるので、ここで開発するプログラムの性

能は重要である。これらの研究を進めるために、日本から 2 名訪中し打

ち合わせを行うとともに、中国から 1 名が訪日し約 1 カ月 KEK に滞在し

て共同研究を行った。 

日本側参加者数  

37 名 （１３－１ 日本側参加者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> 

実施計画  2/10 2/8 0/0 4/18 

実績 6/29 8/32 0/0 14/61 

中国 

<人／人日> 

実施計画 12/900  0/0 0/0 12/900 

実績 9/611 0/0 0/0 9/611 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 5/120 0/0  0/0 5/120 

実績 4/79 0/0 0/0 4/79 

インド 

<人／人日> 

実施計画 4/175 0/0 0/0  4/175 

実績 5/198 0/0 0/0 5/198 

合計 

<人／人日> 

実施計画 21/1195 2/10 2/8 0/0 23/1205 

実績 18/888 6/29 8/32 0/0 32/949 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２１年度の研

究交流活動及

び成果 

 

 引き続き Belleは本格的なデータ収集を行ったので、当面は物理解析に

集中することで、相手国側と了解した。  平成２1年度は、以下のような解

析テーマ中を中心に進め、そのうち最終結果が８編の論文として科学雑誌

（査読有）に掲載された。これらとともに国際会議で発表した結果２編を

プレプリントアーカイブに発表した。 

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、さらに新しい崩壊モードでの Dalitz 解析を進めた。結

果は今夏に発表される予定である。 

２） Study of B-meson decays including Charmonium  
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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’やχc1を含むモードなどの解析を進めた。結果は

今夏に発表される予定である。 

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、Initial State Radiation(ISR) e+e-→ φππ反応における Y(2175)粒

子の研究（PRD 80, 031101 に掲載）や J/ψφh の二光子衝突反応における

X(4350)の発見(PRL 104, 112004 に掲載)の成果があった。 

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

努力がされた。B中間子崩壊では、B → φωΚ （PRD 79, 071102 に掲載）、B

→ Κπππ （PRD 80, 051103 に掲載）、B → Ds* Κ/π （PRD 81, 031101 に掲

載）の結果が発表された。また、韓国グループによるチャーム粒子の崩壊

の結果が３編の論文として科学雑誌に掲載された。 

日本側参加者数  

19 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

中国側参加者数 

31 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> 

実施計画  0/0 2/20 0/0 2/20 

実績 1/7 0/0 0/0 1/7 

中国 

<人／人日> 

実施計画 1/30  0/0 0/0 1/30 

実績 1/32 0/0 0/0 1/32 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 3/90 0/0  0/0 3/90 

実績 1/42 0/0 0/0 1/42 

インド 

<人／人日> 

実施計画 1/60 0/0 0/0  1/60 

実績 2/73 0/0 0/0 2/73 

合計 

<人／人日> 

実施計画 5/180 0/0 2/20 0/0 7/200 

実績 4/147 1/7 0/0 0/0 5/154 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２１年度の研

究交流活動及

び成果 

 

派遣：以下の１名を派遣した。 

中国：松本 悠（ＫＥＫ、博士研究員）     3/25-3/31（７日） 

招聘：以下の４名を招聘した。 

中国：Tong LI（北京大学、博士研究員）  6/23—7/26（34 日） 

韓国：Chaehyun YU（ＫＩＡＳ、博士研究員）2/17—3/30（42 日） 

印度：Subhaditya Bhattacharya（H. Chandra 研究所、大学院生） 

                      2/1-3/6（34 日） 

Sukanta DUTTA（Delhi U、准教授）   2/17—3/31（43 日） 

国内交流：2009 年度は予算を要する交流実績が無かったが、物理学会や 

国内研究会の折に、本拠点事業の研究プロジェクトに関する意見交流を 
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行った。 

２１年度の共同研究の成果： 

１）２１年度に開始された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、バックグランド事象を含む詳細

な研究を発表した。韓国側代表者の KO 氏を共同研究者として迎え、反

ニュートリノビーム、沖ノ島に検出器を加える可能性、等を考慮した

共同研究を進めている。Ｔ２Ｋ実験が電子ニュートリノへの遷移を発

見するか、原子炉反ニュートリノの振動が観測されれば、直ちに具体

的な将来計画の提案をするべく、準備を整えている。 

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 氏を招聘し、ハドロンコライダー実験へのイ

ンパクトを検討した。電子陽電子消滅と電子陽子衝突過程ではカラー

  ８重項の寄与が小さく、ハドロンコライダーでは大きくなることが予

想されるので、まず、カラー１重項の寄与をできる限り正確に評価し、

  その上で、ハドロンコライダー実験データとの比較をするべきである

  ことが分かった。ＬＨＣ時代に引き継がれる課題である。 

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研究

成果をＫＥＫの松本悠氏が３月末に北京で開催されたリニアコライダ

ーの物理国際会議で発表した。 

４）中国北京大学博士研究員の Li 氏とインド Harish Chandra 研究所の 

大学院生 Bhattacharya 氏は、ＬＨＣでの超対称性粒子生成シグナル

の研究を実施した。グルイノが主に第３世代のクォークに結合する場

合の計算は大変複雑で今までなされて来なかったが、最も重要なチャ

ンネルだと考えられる。この計算を軌道に乗せたので、今年中に成果

を論文として発表する。 

５）インド、デリー大学の Dutta 氏は Tevatron 実験におけるトップクォ

ークの前後方非対称性事象に興味を持ち、共同研究を開始した。成果

は今年中に論文として発表する。 

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を目標としたが、いくつかの重要な研究が継続され

ており、本事業の成果は今後も発表される。 

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 

17 名 （１３－２ 中国側参加研究者リストを参照） 

韓国側参加者数 
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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 

7 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> 

<人／人日

> 

日本 

<人／人

日> 

実施計画  7/28  7/28 

実績 6/34  6/34 

中国 

<人／人

日> 

実施計画 0/0   0/0 

実績 0/0  0/0 

 

<人／人

日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人

日> 

実施計画 0/0 7/28  7/28 

実績 0/0 6/34  6/34 

② 国内での交流       8 人／11 人日 

２１年度の研究

交流活動及び

成果 

 

最終年度になった H21 年度拠点研究計画に当たり、研究計画の総括と共に展

望を次のように図った。i）BESII データ解析、J/・ → K・K・・・・・における荷電κ粒

子検証論文の完成、更に J/・ → KSKS・
・・・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, ・'の探索、 ii）解析結果を Hadron’09 に報告、iii）稼動が始まった

BEPCII における BESIII データの解析見通しの検討、iv) KEK の BELLE データ

解析の見通し。 
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[成果] 

1）2010 年 1 月－3 月の間に BES 共同研究者と緊密な連絡を図り荷電κ論文が

共同研究グループ内の最終審査段階に至った。6 週間以内に学術論文投稿に

至る見通しを得る。また、この研究を通じて、BES データ解析コードに寄与を果た

した。解析を直接担った研究者が流感に罹患し、計画に数ヶ月の遅れを生じた

のは残念であった。κ粒子はσ粒子と共にカイラルスケーラ―ノネットを形成し、

2006 年に発表した中性κ粒子の検証と共に BESII データ解析の重要な成果の

一つに数えられている。BESIII 解析計画にあっても重要な研究目的に挙げら

れ、将来への展望を与えている。 

2）解析の詰めの遅れにより荷電κ解析結果を Hadron09(Oct. 2009, Florida, 

USA)国際会議に報告することは果たせなかった。他方、山田及び前田が理論的

研究成果の報告を行った。（論文リスト参照） 

3）ハドロンの構造と相互作用 2009 研究会(HIS)（2009 年 8 月 24 日－25 日、家

政大学）において高松・駒田・松田・山内・石田・前田が講演。BES 解析結果を含

め、カイラル粒子研究の発展を展望，参加者の関心を集めた。 

4）HIS において BELLE グループ研究者と，直接、BELLE データ解析について

検討を行い、可能な共同研究の途を探り、その後の具体的な検討の途を拓い

た。 

5）BESII の成果の上に、BESIII データ解析による豊かな研究発展が期待できる。

拠点計画の終了により、直接の研究継続の途が一旦切れることになるが、日中

共同研究者が互いに継続の可能性を期待し、今後、条件が整備を待つ。 

[交流の実際] 

1． IHEP 解析研究打ち合わせ 

2010 年 1 月 11 日―1 月 16 日（高松・駒田／WG.Li, XY.Shen,他） 

2010 年 3 月 7 日―1 月 12 日（高松・駒田／WG.Li, XY.Shen,他） 

2010 年 3 月 28 日―3 月 31 日（高松・駒田／HB. Li,XB. Ji, F.Harris,他） 

2． 国内解析研究打ち合わせと将来の展望（シグマグループミーティング） 

2009 年 4 月 18 日、7 月 4 日、10 月 3 日、12 月 26 日、2010 年 2 月 26 日 

3．2010 年 2 月 26 日－28 日 解析打ち合わせ、他多数回。 

4．シグマグループ夏期セミナー（2009 年 9 月 1 日―9 月 3 日、八海山日大セミ

ナーハウス） 

[今後の展望と期待] 

これまで U~(12) level classification scheme が予想する中間子状態、とりわけ基底

状態中間子群の探索に努力を集中した。ハドロン構造を解明する上で有効且つ

重要な研究であると確信している。本研究計画により BESII データ解析を有効に

行得たことに深く感謝する。この実績の上に一層の研鑽を積みたい。我々は今
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後の研究計画について次の展望を有する。 

１．U~(12)SF classification scheme を指針にして、ハドロン構造の研究を一層精

力的に展開する。そのため、シグマグループの維持発展が不可欠であり、若

手研究者の育成に努力する。 

2．BELLE データ解析の可能性と具体化を図ると共に、機会を得て BESIII データ

解析を心がける。 

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（地域）側参加者数 

  8 名 （１３－２（ 中 ）国側「参加研究者リスト」を参照） 

（    ）国（地域）側参加者数 

 名 （１３－３（   ）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> 

実施計画  3/12 1/4 4/16 

実績 1/13 0/0 1/13 

中国 

<人／人日> 

実施計画 11/138  0/0 11/138 

実績 11/189 0/0 11/189 

韓国 

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

実績 11/189 1/13 0/0 12/202 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２１年度の研

究交流活動及

び成果 

 

日本及び中国の研究者が、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った。今年度はスケジュールの都合

により韓国との直接の交流は行わなかった。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であった。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

対し協力を行い、同施設の国際評価にも協力した。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った。 

そのうち、中国・高能研においては運転中の放射光施設で高エネルギー

モードでの運転におけるSRモニターの結像システムの調整について指導を

行い、かつ放射光干渉計によるビームサイズ測定のデモンストレーション
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などを行った。また次世代SRモニターの可能性について、K-Bミラー結像系に

ついてBSRFの専門家と議論をおこない、ナノメートル領域におけるビームサイ

ズ測定手段として非常に有望であることが示唆された。 

高エネルギー加速器研究機構においてはＰＦ，ＰＦ－ＡＲ両蓄積リング

を用いてビーム運動学の実験研究を共同で行った。今年度も従来どおり交

流参加者は R-11，R-12 一体となって共同研究を推進した。 

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 ）国（地域）側参加者数 

110 名 （１３－２（中国）国側「参加研究者リスト」を参照） 

（ 韓国 ）国（地域）側参加者数 

5 名 （１３－３（韓国）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> 

実施計画  2/8 2/10 4/18 

実績 5/19 0/0 5/19 

中国 

<人／人日> 

実施計画 10/265  0/0 10/265 

実績 8/198 0/0 8/198 

インド 

<人／人日> 

実施計画 1/60 0/0  1/60 

実績 0/0  0/0 

合計 

<人／人日> 

実施計画 11/325 2/8 2/10 15/343 

実績 8/198 5/19 0/0 13/217 

② 国内での交流       0 人／0人日 

２１年度の研

究交流活動及

び成果 

 

21 年度も基本的に 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た。具体的には以下の通り。 

BSRF からは Protein Crystallography、Phase contrast imaging 関係の

研究者を受け入れ、それぞれの実験手法、解析方法に関する意見交換と実

験に参加した。 

SSRF からは XRD technique and application、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た。特にXRD technique

の分野で長期滞在（3 ヶ月）の研究者を受け入れ、具体的にはバナジウム
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酸化物の軌道秩序に伴う構造変化の実験と解析に関して今後に繋がる共同

研究体制の構築が行われた。 

NSRLからは軟Ｘ線ビームライン技術とビームラインコントロールシステ

ム技術の研究者を受け入れた。 

インドからは PF 内に設置されるインドビームラインのスタッフを当初

この予算で滞在する予定であったが、インド本国からの派遣費が潤沢に獲

得できたため、このプログラムからの支援は行わなかった。 

一方、今後のアジア地区の放射光研究者との協力関係の構築と具体的な作

業項目を整理するために、上海で開かれた AOFSRR（放射光科学のアジア・

オセアニア・フォーラム）に KEK のスタッフを 5 名派遣して、そのフォー

ラムに集まったアジア地区の放射光研究者と意見交換を行った。 

日本側参加者数  

108 名 （１３－１ 日本側「参加研究者リスト」を参照） 

（ 中国 ）国（地域）側参加者数 

110 名 （１３－２（中国）国側「参加研究者リスト」を参照） 

（ インド ）国（地域）側参加者数 

4 名 （１３－３（インド）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）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 ３月９日 ～ 平成２２年 ３月１１日（３日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）SAMEER（ムンバイ）、RRCAT（インドール）・インド 
（英文）SAMEER (Mumbai), RRCAT (Indore), India 

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 
(※日本以外で開催の場合) 

P. D. Gupta, RRCAT・Director 

 
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. 9 人/55 人日

B. 
C. 1 人/4 人日

 
   韓国 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 2 人/10 人日

 
  インド 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 8 人/40 人日

 
合計 

<人／人日> 

A. 9 人/55 人日

B. 
C. 11 人/54 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 リニアコライダーILC に関係する第三回アジア開発研究セミナーを行っ

た。また、日本とインドで開発を進める光高周波電子源や小型 X 線源の

設計と R&D 項目を整理した。3 月 9 日から 3 月 10 日、Mumbai 
SAMEER研究所にて、第三回アジア開発研究セミナーをAdvanced 
Accelerator Workshop 2010 として行い、3 月 11 日、India, 
Indore, RRCAT にて、Accelerator Seminar Supported by Core 
University Program of JSPS を Linear Accelerator and Laser 
Technology Seminar に変更して開催した。ILC 開発に必要な加速

器技術を使った加速器利用及び国際協力の計画を検討して、その内

容を具体化できた。 
セミナーの成果 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検討を行い、アジア多国間の ILC 研究開発に関

する理解を深めた。RRCAT 所長から Indore-II 放射光入射器建設の

ための設計に協力する話し合いの要望があった。そこでこのセミナーで

RRCAT が建設する入射器 Linac の設計と R&D 項目について検討し

た。１年以内に国際協力による設計作業チームを作り、具体的な

Indore-II 放射光入射器設計を行うことになった。また、先端加速器技

術による小型Ｘ線源装置製作が現実化した。アジア四カ国で本格的に

技術導入と協力を考え、必要とする装置開発に関する共同開発協定書

(MoU)をまとめることができた。既に、韓国-KEK 間で３月末に MoU を

交換した。 
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） 

P. D. Gupta, RRCAT・Director, 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

と金額 

日本側 内容           金額 
交通費、日当、宿泊費    3,000,000 円 

韓国（地域）側 内容           金額 
交通費、日当、宿泊費     580,000 円 

（インド）国（地域）

側 
内容           金額 
交通費、日当、宿泊費    1,200,000 円 

セミナー準備費        300,000 円 
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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 Core University Program 

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）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 
(※日本以外で開催の場合) 

LEI, Ge・Institute of High Energy Physics(IHEP)・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. 3 人/18 人日

B. 1 人/6 人日

C. 

 
中国 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 5 人/25 人日

 
 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 

 
合計 

<人／人日> 

A. 3 人/18 人日

B. 1 人/6 人日

C. 5 人/25 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 これまで拠点大学事業において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、特に中国では 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

して核破砕中性子施設（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。 
セミナーの成果 セミナーには 60 名を超える中国側参加者と 4 名の日本側の講師

が参加した。IHEP では CSNS の建設が今年から開始されること

が期待されているため、加速器以外の分野も含め 多くの参加者が

あり、講義毎に多数の質問や議論が交わされた。その結果、これま

での EPCS セミナーの成果をより具体的な応用に適用する方法に

ついて理解を深めることができた。今後も EPICS の利用が加速器

制御分野を超えて広がる事が予想されるが、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 及び IHEP の加速器制御グループが運営を担当した。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容              金額 
 講師派遣旅費          400,000 円 

（中国）国（地域）側 内容              金額 
 会場設営、実習用機器の整備等  300,000 円 

（  ）国（地域）側 内容              金額 
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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 12 月 22 日 ～ 平成 21 年 12 月 23 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. 7 人/29 人日

B. 13 人/51 人日

C. 2 人/8 人日

 
中国 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 9 人/19 人日

 
韓国 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 4 人/16 人日

 
インド 

<人／人日> 

A. 
B. 
C. 3 人/12 人日

 
合計 

<人／人日> 

A. 7 人/29 人日

B. 13 人/51 人日

C. 18 人/55 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。） 



 

 43

 
 
 

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

総括を行うとともに、革新的加速器技術、光科学、中性子科学、医

学・産業応用、測定器開発の 5 つの分科会を設け、分科会毎に共同

研究テーマについての総括と今後取り組むべき課題について議論

を行う。 

セミナーの成果  本セミナーには総勢 58 名の研究者が参加し、各国及び各分科会

の活動が報告された。各分科会ではこれまでに行われた研究交流活

動の実績を踏まえ、具体的な共同研究課題についても議論を行った

結果、今後更に国際協力を深める必要性・重要性が再確認された。

セミナーの運営組織 日本側及び中国側の共同研究代表者 
責任者：野崎光昭 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容              金額 
 渡航費、滞在費         820,000 円 

中国側 内容              金額 
 国内旅費、滞在費、会場費等   500,000 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> 

中国 

<人／人日>

韓国 

<人／人日>

インド 

<人／人日> 

計 

<人／人日>

日本 

<人／人日> 

実施計画  28/35 10/35 4/28 42/98 

実績 42/211 8/24 1/5 51/240 

中国 

<人／人日> 

実施計画 3/15    3/15 

実績 0/0   0/0 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 3/15    3/15 

実績 0/0   0/0 

インド 

<人／人日> 

実施計画 3/150    3/150 

実績 2/92   2/92 

合計 

<人／人日> 

実施計画 9/180 28/35 10/35 4/28 51/278 

実績 2/92 42/211 8/24 1/5 53/332 

②  国内での交流   5/8    <人／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 13,923,108 円  

外国旅費 20,528,479 円  

謝金 0 円  

備品・消耗品購入費 554,483 円  

その他経費 1,601,435 円  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

1,012,495 円  

計 37,620,000 円  

委託手数料 3,762,000 円  

合  計 41,382,000 円  

 
 
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 4,633,750 円 32 人/602 人日 

第２四半期 5,098,974 円 21 人/399 人日 

第３四半期 5,966,253 円 75 人/899 人日 

第４四半期 21,921,023 円 95 人/813 人日 

計 37,620,000 円 223 人/2713 人日 

 


