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１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 電気通信大学 

（ 中国側 ）拠点機関： 中国科学院物理研究所 

（ 韓国側）拠点機関： 韓国先端科学技術大学 

（ インド側）拠点機関： タタ基礎科学研究所 

 

２．研究交流課題名 

（和文）：高強度光科学研究のための次世代超短パルスレーザーの開発           

                   （交流分野： 光科学          ）  

（英文）：Development of next generation ultra-short pulse lasers for high field 

science  

                   （交流分野： Optical science      ）  

 研究交流課題に係るホームページ：http://www.ils.uec.ac.jp/asiancore/index.html      

 

 

３．開始年度 

平成 19 年度（ 3 年目） 

 

４．実施体制 

日本側実施組織 

 拠点機関：電気通信大学 

 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：電気通信大学・学長・梶谷誠 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：レーザー新世代研究センター・センター長・

植田憲一 

 協力機関：：①東京大学、②大阪大学レーザーエネルギー学研究センター、③日本原子

力研究開発機構、④マルチメディア大学（マレーシア） 

 事務組織：電気通信大学研究協力課・課長・長沢定義 

 

相手国側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 

（１）国（地域）名：中国 

拠点機関：（英文）Institute of Physics, The Chinese Academy of Sciences(IOP) 

     （和文）中国科学院物理研究所 

コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Institute of Physics・Professor・ 

Jie ZHANG 

 

 協力機関：（英文）① Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics,The Chinese   

       Academy of Sciences、② China Academy of Engineering Physics、 

        ③ Shanghai Institute of Ceramics,The Chinese Academy of Sciences    

 （和文））①SIOM, 中国科学院上海光学研究所、②CAEP, 中国物理工学研究 

     所、③SIC, 中国科学院上海セラミックス研究所 

 経費負担区分：パターン１ 
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（２）国（地域）名：韓国 

拠点機関：（英文）Korean Advanced Institute of Science and Technology(KAIST) 

      （和文）韓国先端科学技術大学 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Department of Physics・Professor・ 

                        Chang Hee NAM 

 協力機関：（英文）Gwangju Institute of Science and Technology 

      （和文）GIST, 光州科学技術大学 

 経費負担区分：パターン１ 

 

（３）国（地域）名：インド 

拠点機関：（英文）Tata Institute of Fundmental Research(TIFR) 

      （和文）タタ基礎科学研究所 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文） 

       Atomic & Molecular Sciences・Professor・Deepak MATHUR   

 協力機関：（英文）Centre for Advanced Technology 

      （和文）CAT, 先端技術センター 

 経費負担区分：パターン１ 

 

５．全期間を通じた研究交流目標 

 

 チャープパルス増幅法の発明（G. Mourou, 1985 年）により、小型レーザーによる高出力

超短パルス光の生成が可能となり、光科学は質的な変化を遂げた。レーザー光による分子

過程の制御、アト秒領域の原子・分子科学、光による粒子加速、相対論領域のプラズマ過

程など、超高速・高強度光科学に関する研究が活発に進められている。さらに 近は、ゼ

プト秒(10-21 秒)科学や真空の非線形光学などが新たな研究領域として捉えられ、そのため

の次世代レーザー開発が重要な課題となりつつある。この急速な展開に対応するため、欧

州では多くの研究者・研究機関を連携した研究体制が構築され、多様な成果を生み出して

いる。わが国でもこの分野に関する研究が活発に実施されているが、欧米における急速な

研究展開を踏まえ、より本格的な体制で研究を加速することが必要となっている。本事業

では、近年先端レーザー施設の整備や研究者育成が活発に進められているアジア域の国と

連携し、次世代超短パルスレーザーの開発を主たる課題として、高強度光科学に関する共

同研究を実施する。 

電気通信大学レーザー新世代研究センターでは、1999 年の発足当初から新レーザー開発

に関し多くの成果を挙げてきた。 近同センターが開発した高出力セラミックレーザーは、

高効率高出力次世代レーザーの候補として注目を集めている。東京大学は、強い光場にお

ける分子の変形や解離過程の解明と制御など、分子を対象とする超高速光科学研究に関し、

国内外の多くの研究者を先導している。大阪大学レーザーエネルギー学研究センターは、

核融合用次世代高エネルギーレーザーの開発を目指し、基礎的な技術開発を進めている。

また、日本原子力研究開発機構は、ピーク出力約 1ペタワット（1015ワット）と世界 高出

力の超短パルスレーザーを開発し、超高強度光科学に関する世界的研究拠点となっている。 

本事業で連携する外国の拠点・協力機関は、超高速・高強度光科学に関する中国、韓国、

インドにおける中核的機関であり、高性能レーザー装置開発と利用研究を実施すると共に、

多くの大学院生・若手研究者を育成する重要な機能も担っている。中国科学院物理研究所

(IOP)は超短パルス光と固体との相互作用、同上海光学研究所(SIOM)はレーザー材料開発を

基礎とする高出力レーザー開発、同上海セラミックス研究所(SIC)はレーザー材料開発、中

国物理工学研究所(CAEP)はレーザー電子加速に関し、優れた研究成果を挙げている。また、

韓国先端科学技術大学(KAIST)は高次高調波光によるアト秒パルスの生成と利用、光州科学

技術大学(GIST)は高強度レーザーによるイオン加速を中核として、活発な研究を行ってい

る。さらにインドのタタ基礎科学研究所(TIFR)は分子光科学、先端技術研究所(CAT)は高出
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力レーザー開発と高強度プラズマ物理に関し、同国における研究の中核となっている。ま

た、超短パルスレーザーに関する研究を広範囲に行っている Teck Yong Tou 教授（マレー

シアマルチメディア大）の本プロジェクトへの参加は、東南アジア域の研究教育拠点の形

成に大きな役割を果たすと期待される。 

本事業では、これらの機関が連携し、主として以下の課題に関し、共同研究を実施する。 

 

 

１）超高速光科学 

フェムト秒(10-15 秒)～アト秒(10-18 秒)領域の超短パルスを発生させるための技術開発

を行うとともに、その光源を用いて、原子、分子の超高速現象を追跡する。特に、強光子

場下において起こる、特異な現象の観測を通じて、光と原子・分子の相互作用の本質を明

らかにすると共に、化学結合の解離などのダイナミクスを、光子場をデザインすることに

よって制御することを目指す。 

２）高強度光科学 

 テラワット（1012 W）～ペタワット（1015 W）域の超高出力レーザーを用い、レーザー光

による電子加速、高エネルギーイオンの生成、高輝度 X 線の生成、新方式 X 線レーザーな

どに関する研究を行う。 

３）次世代超短パルスレーザーの開発 

 超短パルスレーザーの更なる短パルス化、高出力化、効率向上と小型化、制御性向上な

どを目標として、次世代超短パルスレーザーの開発に関する研究を行う。レーザー材料、

光学技術、レーザー設計などの専門家で構成される研究組織を編成し、次世代レーザーの

基本設計を実施し、本格的なレーザー開発へ向けての基盤を構築する。 

４）先端学術情報集約 

 日本側代表者は、先端的学術情報の集約に関し、Applied Optics, Optical Review, Laser 

Physics Letters など英文国際ジャーナルのエディター、編集長の経験を生かし、日本のジ

ャーナルの電子化出版、オンラインアーカイブの構築に努力してきた。これらの経験をア

ジア諸国に提供することで、21 世紀の光科学の発展を支える学術情報の集約について、ア

ジア諸国と協力して世界の第 3 極を形成する基盤を養成する。すでに日本の 3 学会（日本

光学会、レーザー学会、プラズマ核融合学会）のデジタルアーカイブの構築に成功してお

り、同様の活動はアジア諸国の先端的学術情報の集約に役立つと共に、日常的な情報交換

の場を提供することにつながるものである。 

 これらの活動を実施するため、本事業を実施する４カ国拠点機関のコーディネータ、協

力機関の代表者および中核的研究者で構成する「アジアコア高強度光科学委員会」(Asian 

CORE Committee on High Field Science)を組織し、本事業の立案、実施に当る。また、「ア

ジアコア高強度光科学顧問会」(Asian CORE Advisory Committee on High Field Science)

を設置し、本事業に対し評価・助言を受ける。 

 

６．平成２１年度研究交流目標 

 

本事業では以下の考えに基づき、段階的に研究交流を実施する。 

① 韓国に新しく開設された超高出力レーザー応用施設 UQBF の 500TW レーザーの超高出力

レーザー光を薄膜ターゲットに集光し、相対論的光学領域の電子加速およびプロトン加

速の共同研究を行う。 

② 超短パルスレーザー装置に波形成形技術を応用し、超高強度レーザーとプラズマ相互作

用における波形制御の効果を追求する。 

③ 超高強度レーザーによるレーザー加速の可能性に注目し、アジア地区の加速器センター

におけるレーザー加速器開発の可能性を検討し、そのような構想を後押しする。 

④ これらの研究のボトルネックとなっている高繰り返し励起源や波形制御技術などに関

する将来を見据えるための技術的ボトルネック問題のワークショップを開催する。 
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⑤ 本年に開催される大規模国際会議 CLEO PR 2009（上海）に、アジアコアグループの研究

発表を誘導し、本プログラムの成果を広く知らせると共に、他分野との情報交流を行う。 

⑥ ベトナムで開催される ASILS 2009 と協力して、アジア・コア・セミナーを開催し、本

プログラムに参加していない東南アジア諸国の研究者にも、超短パルス高強度レーザー

関連研究を普及させる努力を行う。 

⑦ 超短パルスレーザー開発、超高出力レーザー応用、プラズマフォトニクス研究、レーザ

ー粒子加速などに広がる異分野若手研究者の交流、情報交換を活発化し、相互協力によ

る統合的目標設定能力を育てるように努力する。 

平成 21 年度は、共同研究の比重を高めるべき時期となる。小規模のセミナー開催と、集

中的な共同研究によって、共通の装置を使った共同実験を追求する。 

 

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 

 アジアコアメンバー内の超高出力レーザー開発は順調に進んでおり、中国では 890TW 出

力（SIOM）、韓国の UQBS/APRI では 500TW レーザーが稼働を始めた。日本からは、大阪大学

の 1PW LFEX レーザー（ILE/Osaka）が完成し、原研では、多段 OPCPA 方式により、500TW 高

出力パルスのコントラスト比が>10-10以上、500ps 以下に限れば 10-12という超高コントラス

ト比が可能になり、粒子加速、相対論光学にとっては、超高出力パルスが到着する以前に

発生するプレプリ図間野抑制がキーであることから、日本の技術は極めて高く評価されて

いる。 

 韓国の 500TW レーザーはまだ、調整途上にあるが、その段階でも、多くの優れた成果を

生み出しつつある。キャピラリー放電中に超高出力レーザーパルスを照射して、バブル加

速を起こさせる実験で、韓国グループは 3GeV の電子加速を観測した。単色性は 高レベル

ではないが、今後、キャピラリー放電を 適化する中で、さらなる単色性を実現できる見

込みで、現状で、世界 高の電子加速を実現した可能性がある。これらの実験は、日本、

韓国の共同チームが協力して行っており、アジアコアプログラムが現実的成果を生み出し

つつある。今後、アジア諸国の超高出力レーザーが本格稼働すれば、高強度レーザー物理

学にとって重要なデータが、アジアコアプログラム参加組織から、生み出されることが確

実となった。そのためには、計測技術など、実験周辺技術の共有と、協力研究がますます

重要となってきた。 

また、東京大学からは Ruxin Li 教授(SIOM, China)の研究室を訪問し、分子を媒質とし

た高次高調波発生に関する共同実験を行った。原子と分子の混合ガスからの高次高調波に

は、各高次高調波次数における分子の高次高調波の位相情報が畳みこまれている。分子か

らの高次高調波の高次高調波間の相対位相の決定を、(i) 原子からの高次高調波強度、(ii) 

分子からの高次高調波強度、(iii) 混合ガスからの高次高調波強度を用いて行った。その

結果、酸素分子を用いた場合は、23 次高次高調波において破壊的干渉が起こり、高次高調

波の位相が大きく変化することが明らかとなった。 

 

７－２ 学術面の成果 

 IOP の２つのグループ、J. Zhang & Y. Li 研究室と Z. Wei 研究室、及び、すぐ近くにあ

る北京大学 Gong 研究室のメンバーが参加して、総合的な超短パルスレーザーセミナーを開

催することができた。J. Zhang グループからは、フェムト秒チタンサファイアレーザーの

増強により 750TW を達成した事が報告されると共に、阪大レーザー研との共同研究でブラ

ックホール近傍の X 線輻射を再現した実験室宇宙物理の 新成果（Nature Physics, Oct. 

2009）が示された。高エネルギーレーザーによる黒体輻射 X 線源と超短パルスレーザーに

よる Siプラズマの組み合わせによって宇宙で発生している現象を実験室で再現した実験室

宇宙物理は科学に新しい段階を提供することとなった。 

 Wei 教授は超高出力レーザー開発と平行して、CEP 制御、周波数標準の研究も行っており、

電通大レーザー研の方向と重なるところが多い。将来の高繰り返し超高出力レーザー技術
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のコア技術となるコヒーレント加算について、日中双方の研究情報を交換し、積極的交流

を図った。中国でも CEP 制御レーザーの開発が加速している様子が紹介され、中でもフォ

トニックファイバーレーザーの応用が重要だと考えている姿勢が示された。この分野で先

行し、 先端を走っている電通大レーザー研との交流を強く望んでいることが分かった。 

 

７－３ 若手研究者養成 

 超短パルス高出力レーザーの応用として話題を提供しているレーザープラズマ加速につ

いて、日本、中国、韓国、インド、台湾の博士課程学生を中心とする若手研究者を対象に

したサマースクールを、台湾新竹市にある国立清華大学、国立放射光施設で行った。博士

課程学生２８名に、ポスドク、若手研究者を含む約６０名の参加者を集めた。 

 レーザープラズマ加速は超高強度レーザーが生み出した相対論光学領域で、プラズマ中

に電子密度の大きなギャップが生じて、泡状の空洞が形成される事を理由している。いわ

ゆるバブル加速といわれる状況が実現しており、ちょうど、マイクロ波空洞がプラズマ中

に形成されるのに似ている。これは田島・ドーソンが予測した航跡場加速の発展形と考え

られ、新型粒子加速器で TeV から PeV にいたる も現実的な方法と考えられている。 

 このような背景から、参加した学生の多くは加速器を研究しており、レーザーについて

は初歩的な知識しか持っていないと予想されたので、超短パルスレーザーの基礎、プラズ

マ物理と電磁加速の原理、レーザープラズマ粒子加速の物理、相対論光学領域のシミュレ

ーション、などについて、日本、韓国、中国、台湾、米国、英国から講師を招聘して、

先端の科学とその基礎を教育した。さらに、先端的な実験結果については、ポスターセッ

ションの発表を準備して、学生達と膝を交えた意見交換、教育の場とした。 

 

７－４ 社会貢献 

 日本原子力研究開発機構が敦賀市に新しくレーザー共同研究所を設立した。アジアコア

プログラムの研究の発展を含む新しい研究所の開設なので、来年度よりアジアコアプログ

ラムとしても大いにサポートすることとし、新しい研究拠点が増えることを支援した。 

新しい研究所の方向は、大出力レーザーの開発と超伝導加速器、さらに高エネルギー粒子

による医用応用など、アジアコアプログラムの研究方向と一致しているのみならず、その

具体的応用を実用化しようとするものである。 

 そこでの国際シンポジウムには、日本の研究者以外にも、K. Lee, Y.U. Jeong（韓国原

研）、N.A. Vinokurov（ロシア BINP）、S. Benson（米国ジェファーソン研究所）、Lixin Yan

（中国、清華大学）、A.Ya Faenov、T. Pikuz（JAEA, Russia）など諸外国の研究者も参加

して、国際的情報交換を行った。加速器関係では、レーザー加速以外に、従来のマイクロ

波加速を行っている京都大学、東北大学などからも参加があり、お互いの利点、問題点を

議論した。医用応用などの場合には、高エネルギー科学と同様の単色性が必要なのか、と

いう問題について、科学的な検討が加えられた。高出力レーザーに関する要求は、一方で

高エネルギー粒子発生があり、超短パルス、超高出力レーザーが必要である。さらなる高

平均パワー固体レーザーに対する要請が強いことが確認された。 

 さらに、敦賀レーザー研究所の特殊応用として、将来の原子炉の廃炉技術が示された。

高放射能環境で原子炉を解体して行くには、飛散の少ない閉じた空間における無反発加工

が必要になる。そこではメガワット級レオの要求が強いことが分かった。新しい高出力レ

ーザーの応用分野が見えてきた。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 IOP＆北京大学物理学科の研究室には、優秀な博士課程学生が３０人以上も集中して集め

られており、国際物理オリンピックの金メダリストが集まってくるのが、北京の国家充填

研究室だと知らされた。優秀な学生に、独立のチタンサファイアレーザーを与え、超短パ

ルスレーザーを作成することを、研究に入る前の練習的学習として行っている環境が新し

い人材を作り出している印象を強く受けた。 
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 現在、日本においては科学分野への国の支援が減少して行きかねない方向に進んでおり、

将来的に北京のような学生達に研究の第一線を取って替わられるのは、世界としては頼も

しくあるが、日本の未来としては不安な面もある。アジア各国の中で相互に協力しながら、

日本での成果をコンスタントに発信し続ける必要がある。 

 

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  55  本 

   うち、相手国参加研究者との共著  2 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  19 本 

 

８．平成２１年度研究交流実績概要 

８－１ 共同研究 

 日本から植田、緑川を始め４名、中国からZ.M.Sheng、Z. Zhang、韓国からはC.H. Nam, H. 

Suk, インドからP. Naikらが台湾のJ.P. Wang, J. H. Wangを訪問し、おのおのの研究室の

博士課程の学生の参加を得て、レーザープラズマによる単色電子ビーム加速、プロトン加

速、高次高調波によるX線発生などについて、 新成果を交えて情報交換、教育を行った。 

100TWレーザー研究施設を訪問し、現場で技術交流を行い、有意義な教育の機会となった。 

 上海で開催されたCLEO PR2009は、アジアコアプログラムの中国側代表機関、SIOMが責任

を持って開催し、４カ国の研究者が一堂に会して、高強度物理のセッションを中心に交流

を深めた。セラミックレーザーのセッションでは、この分野の開拓者である植田を中心に、

発表だけではなく、特別の討論会を開催して、研究交流を図った。中国ではセラミックレ

ーザーの研究が活発化しており、上海、北京、山東などの拠点研究所から、若手研究者、

学生の発表が多く、アジアコアメンバーによる指導、共同研究の依頼が行われた。 

 これらの活動はその後も継続され、従来の上海セラミック研究所のほかに、上海光学精

密機械研究所、山東大学、上海大学、Xiamen Univと共同研究が始まっている。この分野は

日本が圧倒的優位に立つ分野なので、共同研究といっても、教育的共同研究であり、一方

通行を理解した上の土壌作りである。 

 一方、単結晶成長、非線形光学結晶の技術では、中国が世界のトップを走っており、光

学結晶データベースの構築で共同研究が進みつつある。 

 北京大学のY. Li教授からは阪大レーザー研と行った共同研究の成果として、ブラックホ

ール降着円盤という実験室宇宙物理の 初の成功例が報告され、Wei教授の研究室とは、CEP

制御超短パルスレーザーの増幅可能性について、つっこんだ検討を行った。 

 韓国GIST、KAISTのグループとの交流では、日本の原研との共同研究によるプロトン加速

などよい結果が出ている上に、各種計測法の標準化が役立っていることがわかった。また、

東大の山内は超短パルス光化学反応の新局面を照会し、植田は新しい共振器構成から発生

した結合形レーザーモードによって、回折限界より小さなビーム広がり核を持つNDFビーム

発生の成功例と、40m以上のNDFビーム伝播など、レーザー物理における新展開を紹介した。

意見交換の中で、台湾のWangらはこれらを使ったプラズマ実験を検討することになった。 

 

８－２ セミナー 

 ベトナム科学技術アカデミーのアカデミー会員である Nguyen Van Hieu 先生の開会挨拶

でスタートした ASILS-5 セミナーでは約１００名の参加を得て、それぞれの国の 新成果

が発表された。今回の会議における焦眉の進歩は、昨年、開所式を行った韓国 GIST の USQB

（Ultra Short Quantum Beam）研究所の超高出力レーザーがいよいよ本格稼働の段階に達

したことで、すでに 1.1PW の出力を達成した。近く導入されるパルス圧縮用大型回折格子

が設備されると、現状の出力はそのまま２PW に増大する。これは現在世界で稼働している

超短パルス光出力レーザーの中で 大パワーのレーザーとなり、まさにベストタイミング

で USQB 施設が本格稼働することになる。CEP 制御された超高出力レーザーを利用して、電
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界強度を任意制御して、コヒーレント電子を発生させる研究も、上海、韓国 KAIST、日本

JAEA で進行中であり、世界のトップデータを生み出しつつあることが報告された。 

 LCS セミナーでは、日本から Sesquioxide crystal をセラミック化することにより、半導

体レーザーで直接励起できる固体レーザーとしては世界 短の 53fs パルスの発生で、１－

1.5W という高出力を発生し、さらに BZTM 系の新 disordered ceramics の開発や、異方性結

晶である F-VAP の透明化に成功したとの報告がなされた。昨年、LCS2008 を成功させた上海

セラミック研究所は、シンガポールの南洋工科大学と協力して Tm：YAG セラミックレーザ

ーの開発に成功したことが報告された。 

 今回の一つの特長は、これまで困難であったフッ化物系のセラミックスの透明化技術が

進み、ロシア、フランス、日本から、有望な結果が報告されたことである。セラミック分

野において、アジアでの研究が欧州でも非常に注目されていることを、改めて認識した。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 インド、ムンバイ市のタタ基礎科学研究所(TIFR)の Deepak Mathur 教授を訪問し、原研の

錦野将元が「X線レーザー開発と物質科学への応用」というタイトルで講演を行なった。ま

た、同研究所の Dharmadhikari 博士をはじめとする研究員から、超短パルスレーザーの開

発状況と、それを用いた分子の解離実験や高次高調波発生実験の現状について説明を受け

た。レーザー技術の観点から言えば、TIFR は我が国に比べて数年遅れている感があるが、

Mathur 教授のグループは原子分子物理から生物・医療応用まで多岐にわたった研究対象に

おいてユニークなアイデアを持っており、例えば、レーザートラップ法による赤血球等の

弾性係数測定や、酵素（アミラーゼ等）を含んだ水滴に高強度レーザーで照射した場合に

発生する広帯域発光のスペクトラムが酵素密度に大きく依存することを利用した酵素モニ

ターの実証など、レーザーの性能の劣る部分をアイデアでカバーした大変興味深い研究を

行なっている。日本の研究所との共同研究にも大変興味を持っており、今後も連絡を取り

合い、共同研究の可能性を探ることで意見が一致した。 

また、原研の桐山博光、越智嘉浩、田中桃子が中国の上海市にある中国科学院上海光学

研究所、及び韓国の光州市にある光州科学技術大学を訪問し、ペタワット級レーザーシス

テムを中心としたレーザー装置、及び利用ビームラインの視察を行った。また、レーザー

装置の高度化や国内外の先端研究機関とのネットワークなどについて意見交換、及び情報

収集を行った。 新の研究現場の現状・運営、及び研究動向などを把握することができた。

今後の研究開発の遂行に活かしていく。また、インフォーマルセミナーにおいて、互いの

レーザー装置や利用研究についての現状についての報告、今後の超高強度レーザーの開発、

運用、及び利用研究に関する意見交換を行った。 
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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>

 

ベトナム
<人／人日>

 

スペイン 
<人／人日> 

台湾 
<人／人日>

合 計 

日本 

<人／人日> 

実施計画  21/97 

(17/71) 

11/81 

(0/0) 

7/33 

(0/0) 

8/32 

(5/20) 

3/12 

(0/0) 

0 

(0/0) 

  50/255 

(22/91) 

実績 

 

14/65 

(4/24) 

7/34 

(4/17) 

2/12 

(1/5) 

7/28 

(4/16) 

4/16 

(0/0) 

3/15 

(2/10) 

37/170 

(15/72) 

中国 

<人／人日> 

実施計画 （10/42）  (0/0) (0/0) （7/28） （4/16） (0/0) （21/86） 

実績 (6/26) (0/0) (0/0) (4/16) (2/8) (1/5) （13/55） 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 （7/27） （12/56）  (0/0) （5/20） （2/8） (0/0) （26/111）

実績 (6/26) (5/35) (0/0) (4/16) (2/8) (1/5) （18/90） 

インド 

<人／人日> 

実施計画 （2/10） （5/23） (0/0)  （3/12） (0/0) (0/0) （10/45） 

実績 (2/10) (2/14) (0/0) (0/0) (0/0) (1/5) （5/29） 

ベトナム 

<人／人日> 

実施計画 (0/0) (0/0) (0/0) (0/0)  (0/0) (0/0) (0/0) 

実績 (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

スペイン 

<人／人日> 

実施計画 (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0)  (0/0) (0/0) 

実績 (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

台湾 

<人／人日> 

実施計画 (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0)  (0/0) 

実績 (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) (0/0) 

合計 

<人／人日> 

実施計画 

 

0 

（19/79） 

21/97 

（34/150）

11/81 

(0/0) 

7/33 

(0/0) 

8/32 

（20/80）

3/12 

(6/24) 

0 

(0/0) 

50/255 

（79/333）

実績 0 

（14/62） 

 

14/65 

(11/73) 

7/34 

(4/17) 

2/12 

(1/5) 

7/28 

(12/48) 

4/16 

(4/16) 

3/15 

(5/25) 

37/170 

 (51/246) 

 

※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 

  27／59  <人／人日> 5 ／ 14 <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 
整理番号 R－1 研究開始年度 平成 20 年度 研究終了年度 平成 23 年度 

研究課題名 （和文）超高速光科学に関する研究 

（英文）Ultrafast Optical Science 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）山内薫・東京大学・教授 

（英文）Kaoru Yamanouchi, University of Tokyo, Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・職 

韓国 Chang Hee Nam, KAIST, Prof.; 中国 Ruxin Li, SIOM, Prof.;  

インド Deepak Mathur, TIFR, Prof. 

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 印 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 2/10  4/20 

実績 (2/10) (2/10)  (4/20) 

中国 

<人／人日

> 

実施計画 (2/10)    (2/10) 

実績 (2/10)   (2/10) 

韓国 
<人／人日

> 

実施計画 (1/5)    (1/5) 

実績 (1/5)   (1/5) 

印 

<人／人日

> 

実施計画 (1/5)    (1/5) 

実績 (1/5)   (1/5) 

合計 
<人／人日

> 

実施計画 (4/20) 2/10 2/10  4/20 

(4/20) 
実績 (4/20) (2/10) (2/10)  0 

(8/40) 

② 国内での交流    人／人日 

２１年度の研

究交流活動及

び成果 

中国、ベトナムの研究者達と、分子による高次高調波の発生の理論的側面につ

いて意見交換を継続した。Ngyuen 教授がこれまでの研究成果や高次高調波発生

の理論について研究室セミナーで発表を行った他、当研究室で開発されている

量子動力学理論、量子化学計算手法に関して理解を深めた。また、当研究室の

実験研究で得られた高次高調波スペクトルから、電子相関の効果を抽出する解

析方法について意見交換を行った。これらの議論は、超高速分子過程を追跡す

る手段として、高次高調波の検出が如何に役立てられるかという点について理

論面からの指針を与えることとなった。 

日本側参加者数  

14  名 （１4－1 日本側参加者リストを参照） 

（  中  ）国（地域）側参加者数 

3 名 （１4－２（ 中  ）国側参加者リストを参照） 

（  韓  ）国（地域）側参加者数 

2 名 （１4－３（ 韓  ）国側参加者リストを参照） 

（  印  ）国（地域）側参加者数 

1 名 （１4－4（ インド）国側参加者リストを参照） 
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整理番号 R－2 研究開始年度 平成 20 年度 研究終了年度 平成 23 年度 

研究課題名 （和文）高強度光科学に関する研究 

（英文）High Field Science 

日本側代表

者 

氏名・所属・

職 

（和文）大道博行・原子力研究所・研究主幹 

（英文）Hiroyuki Daido, JAEA, Deputy Director of APRC 

相手国側代

表者 

氏名・所属・

職 

中国 Jie Zhang, IOP, Prof.; 韓 D.-K. Ko, GIST/ARPI, Prof.; 

インド P. D. Gupta, CAT, Director of Laser Plasma Division 

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 印 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 7/64 2/12 11/86 

実績 3/9 7/34  10/43 

中国 

<人／人日> 

実施計画 (2/10)    (2/10) 

実績 (2/10)   (2/10) 

韓国 
<人／人日> 

実施計画 (1/5)    (1/5) 

実績 (1/5)   (1/5) 

印 

<人／人日> 

実施計画 (1/5)    (1/5) 

実績 (1/5)   (1/5) 

合計 
<人／人日> 

実施計画 (4/20) 2/10 7/64 2/12 11/86 

(4/20) 
実績 (4/20) 3/9 7/34  10/43 

(4/20) 

② 国内での交流   1／2 人／人日 

２１年度の

研究交流活

動及び成果 

韓国光州科学技術院 GIST の５００TW レーザーシステムを用い、キャピラリー放

電中に超高出力レーザーパルスを照射して、バブル加速を起こさせる実験で、韓

国グループは 3GeV の電子加速を観測した。単色性は 高レベルではないが、今後、

キャピラリー放電を 適化する中で、さらなる単色性を実現できる見込みで、現

状で、世界 高の電子加速を実現した可能性がある。 

日本側参加者数  

19  名 （１4－１ 日本側参加者リストを参照） 

（  中  ）国（地域）側参加者数 

5  名 （１4－２（ 中  ）国側参加者リストを参照） 

（  韓  ）国（地域）側参加者数 

3  名 （１4－３（ 韓  ）国側参加者リストを参照） 

（  印  ）国（地域）側参加者数 

1  名 （１4－4（ インド）国側参加者リストを参照） 

 



 11

整理番号 R－3 研究開始年度 平成 20 年度 研究終了年度 平成 23 年度 

研究課題名 （和文）次世代超短パルスレーザーの開発 

（英文）Development of Next Generation Ultrashort Pulse Lasers 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）植田 憲一・電気通信大学・教授 

（英文）Ken-ichi Ueda, U. Electro-Commun., Professor 

相手国側代表

者氏名・所属・

職 

中国 Jie Zhang, IOP, Prof.; 韓国 Chang Hee Nam, KAIST, Prof.; 

インド Deepak Mathur, TIFR, Prof. 

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 印 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 1/3 (1/5) (1/5) 1/3 

(2/10) 

中国 
<人／人日> 

実施計画 (2/10)    (2/10) 

実績     

韓国 
<人／人日> 

実施計画 (1/5)    (1/5) 

実績 (2/10)   (2/10) 

印 

<人／人日> 

実施計画      

実績     

合計 
<人／人日> 

実施計画 (3/15) 3/15 1/5 1/5 5/25 

(3/15) 
実績 (2/10) 1/3 (1/5) (1/5) 1/3 

(4/20) 

② 国内での交流  1/3  人／人日 

２１年度の研 

究交流活動及

び成果 

日本では Sesquioxide crystal をセラミック化することにより、半導体レーザー

で直接励起できる固体レーザーとしては世界 短の 53fs パルスの発生で、１－

1.5W という高出力を発生し、さらに BZTM 系の新 disordered ceramics の開発や、

異方性結晶である F-VAP の透明化に成功した。上海セラミック研究所は、シンガ

ポールの南洋工科大学と協力して Tm：YAG セラミックレーザーの開発に成功し

た。 

日本側参加者数  

11  名 （１4－１ 日本側参加者リストを参照） 

（  中  ）国（地域）側参加者数 

12 名 （１4－２（中）国側参加者リストを参照） 

（  韓  ）国（地域）側参加者数 

6 名 （１4－３（韓）国側参加者リストを参照） 

（  印  ）国（地域）側参加者数 

5 名 （１4－4（インド）国側参加者リストを参照） 
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整理番号 R－4 研究開始年度 平成 20 年度 研究終了年度 平成 23 年度 

研究課題名 （和文）先端学術情報集約 

（英文）Data Base on Advanced Academic Informations 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）植田 憲一・電気通信大学・教授 

（英文）Ken-ichi Ueda, U. Electro-Commun., Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

中国 Jie Zhang, IOP, Prof.; 韓国 Chang Hee Nam, KAIST, Prof.; 

インド Deepak Mathur, TIFR, Prof. 

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 印 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  1/3 1/2  2/5 

実績 1/3 (1/2)  1/3 

(1/2) 

中国 
<人／人

日> 

実施計画      

実績     

韓国 
<人／人

日> 

実施計画 (1/3)    (1/3) 

実績 (1/3)   (1/3) 

印 
<人／人

日> 

実施計画      

実績     

合計 
<人／人

日> 

実施計画 (1/3) 1/3 1/2  2/5 

(1/3) 
実績 (1/3) 1/3 (1/2)  1/3 

(2/5) 

② 国内での交流     人／人日 

２１年度の研 

究交流活動及

び成果 

昨年度の Xingyu Zhang 教授ら中国のセラミックグループからのサポートに

加え、今年度は、厦門大学 Jun Dong 教授の協力も得ることができた。これ

により、広い固体レーザーの基礎としての検討が可能となり、単結晶と多結

晶の交流が実現した。今後も新しい試料の開発が期待できる。 

原子や分子のデータベースと異なり、光学レーザー結晶データについて

は、材料の質によって物理パラメータが左右されるので、物理パラメー

タの測定に、おのおの、論文引用、参考データ、図表、スペクトルなど

をリンクできるデータベースを構築している。すでに、データベースソ

フトは完成しており、アジアコアプログラムに参加する中国、日本の材

料研究グループと協力して、データ入力を開始している。同じ結晶につ

いて、異なったデータが発表されているので、それらの信頼性評価につ

いて、検討を加えている段階である。 

日本側参加者数  

3  名 （１4－１ 日本側参加者リストを参照） 

（  中  ）国（地域）側参加者数 

1 名 （１4－２（中）国側参加者リストを参照） 

（  韓  ）国（地域）側参加者数 

1 名 （１4－３（韓）国側参加者リストを参照） 

（  印  ）国（地域）側参加者数 

1 名 （１4－4（インド）国側参加者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

整理番号 S－１ 

セミナー名 （和文）JSPS アジア研究教育拠点事業:  

上海高強度レーザー科学セミナー 

（英文）JSPS Asian CORE Program:  

Shanghai High Intensity Laser Seminar 

開催時期 平成 21 年 8 月 30 日 ～ 平成 21 年 9 月 5 日（7 日間） 

開催地（国（地域）名、

都市名、会場名） 

（和文）中国 上海 上海国際会議場 

（英文）Shanghai International Conference Center, Shangnai, 

China 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）植田憲一・電気通信大学・教授 

（ 英 文 ） Ken-ichi Ueda, Professor, Univ. 

Electro-Communications 

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) 

中国 J. Zhang, Shanghai Jiao Tong University, President 

 Ruxin Li, SIOM, 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. ５／３５

B. 

C. ２／１４

 

中国 
<人／人日> 

A. 

B. 

C. １２／８４

 

韓国 
<人／人日> 

A. 

B. 

C. ５／３５

 

インド 
<人／人日> 

A. 

B. 

C. ２／１４

 

合計 
<人／人日> 

A. ５／３５

B. 

C. ２１／１４７

 

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 アジア太平洋地区で開催される 大のレーザー関連国際会議であ

る CLEO PR を、中国側拠点である上海光学＆精密機械研究所と上海

交通大学が主催する。組織委員会には、J. Zhang, Ruxin Li, 国際

アドバイザリー委員会には Jonmin Lee、プログラム委員長 K. 

Ueda, C.H. Nam と本プログラムのメンバーが強く関与している。主

催者である中国は本拠地において開催される CLEO PR 2009 に向け

て開発を加速している。それの成果を踏まえた情報交換、協力体制

の強化のために、本会議の前後にアジアコアセミナーを開催し、特

に SIOM における共同研究のチェックを行う。 

セミナーの成果 アジアコアメンバー内の超高出力レーザー開発は順調に進んでお

り、特に粒子加速、相対論光学分野において、日本の技術は極めて

高く評価された。これらの実験は、日本、韓国の共同チームが協力

して行っており、アジアコアプログラムが現実的成果を生み出しつ

つある。今後、アジア諸国の超高出力レーザーが本格稼働すれば、

高強度レーザー物理学にとって重要なデータが、アジアコアプログ

ラム参加組織から、生み出されることが確実となった。そのために

は、計測技術など、実験周辺技術の共有と、協力研究がますます重

要となってきた。 

 

セミナーの運営組織 CLEOPR2009: J. Zhang, Shanghai Jiao Tong University, President 

AsianCORE: Ruxin Li, SIOM, Vice Director 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容              金額 

旅費 （5名）            750 千円 

 

（中国）国

（地域）側 

内容              金額 

旅費 （12 名）            120 千円 

会議開催費             1,500 千円 

（韓国）国

（地域）側 

内容              金額 

旅費 （5名）                    500 千円 

その他の経費             200 千円 

（印）国（地

域）側 

内容              金額 

旅費 （2名）                   200 千円 

その他の経費                     100 千円 
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整理番号 S－2 

セミナー名 （和文）JSPS アジア研究教育拠点事業:  超高強度レーザーに関

する技術的ボトルネック検討会議 in レーザ

ー学会 

（英文）JSPS Asian CORE Program: 

 Workshop on Technological Bottleneck Problem 

開催時期 平成 22 年 2 月 2日 ～ 平成 22 年 2 月 4日（3 日間） 

開催地（国（地域）名、

都市名、会場名） 

（和文）大阪 千里ライフサイエンスセンター 

（英文）Osaka, Senri LifeScience center 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）植田憲一・電気通信大学・教授 

（英文）Ken-ichi Ueda, UEC, 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) 

 

 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 
セミナー開催国 

（ 日 本 ） 

 

日本 
<人／人日> 

A. ３／９

B. 

C. ９／２７

 

中国 
<人／人日> 

A. 

B. 

C. ２／６

 

韓国 
<人／人日> 

A. 

B. 

C. １／３

 

合計 
<人／人日> 

A. ３／９

B. 

C. １２／３６

 

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 過去 2 年間の共同研究、情報交換の成果を踏まえ、将来の超高出力

レーザー技術についての技術評価を行う。現在の技術開発状況を踏

まえ、また、レーザー科学の基本から評価して、将来のレーザー開

発のための技術的ボトルネックを浮かび上がらせ、それに対する研

究方向を定めることは、本プログラムの目的でもあり、日本側の研

究調整としても重要である。 

セミナーの成果  阪大レーザー研に設置されたペタワットレーザー装置 LFEX の完

成とその整備状況を通じて、ペタワットレーザーの開発、制御に関

する技術的ボトルネックを検討し、将来の方向性を検討した。巨大

な非線形結晶育成の技術についても、国内において研究が進んでい

る様子を確認し、超短パルス超高出力レーザーを応用したプラズマ

実験では、アジアコアプログラムの参加研究機関間で共同研究が進

行中との報告もあった。多くの研究機関に分かれた研究者が互いの

新しい技術を紹介して、その一長一短を率直に語る機会はあまり多

くなく、有意義な情報交換であった。 

セミナーの運営組織 セミナー開催責任者：植田憲一・電気通信大学・教授 

 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容              金額 

旅費（3名）          200 千円 

 

（中国）国（地域）側 内容              金額 

旅費 （2名）          500 千円 

（韓国）国（地域）側 内容              金額 

旅費 （1名）         350 千円 
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整理番号 S－3 

セミナー名 （和文）JSPS アジア研究教育拠点事業:  

超短パルスセミナー 

（英文）JSPS Asian CORE Program  :  

Ultrashort pulse coherent control technical seminar 

開催時期 平成 21 年 11 月 3 日～ 平成 21 年 11 月 6 日（4日間） 

開催地（国（地域）名、

都市名、会場名） 

（和文）中国 北京 物理学研究所 

（英文）Inst. of Physics, Beijing, China 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）植田憲一・電気通信大学・教授 

（英文）Ken-ichi UEDA, UEC, 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) 

Jie Zhang, IOP, Professor 

Zhiyi Wei, IOP, Professor 

 

   派遣先 

派遣元 
セミナー開催国 

（ 中 国 ） 

 

日本 
<人／人日> 

A. ３／１２

B. 

C. 

 

中国 
<人／人日> 

A. 

B. 

C. ６／２４

 

 
<人／人日> 

A.  

B.  

C.  

 

合計 
<人／人日> 

A. ３／１２

B.  

C.      ６／２４

 

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 超高出力レーザー開発の第 2 の方法である複数ビームのコヒーレン

ト結合について、日本、中国の 新研究の成果を情報交換する。IOP

で行っている CEP 制御形モードロックパルスの増幅実験と日本のフ

ァイバーレーザーにおけるコヒーレント結合技術の相互交流が目的

である。将来の超高出力レーザー技術の基幹技術であるが、同時に、

技術的ブレイクスルーが必要な分野である。 
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セミナーの成果  IOP の２つのグループ、J. Zhang & Y. Li 研究室と Z. Wei 研究室、

及び、すぐ近くにある北京大学 Gong 研究室のメンバーが参加して、

総合的な超短パルスレーザーセミナーを開催することができた。将

来のレーザー技術のコアとなるコヒーレント加算について、日中双

方の研究情報を交換し、積極的交流を図った。日本側からは、超短

パルスの位相の精密測定技術、ファイバーレーザーにおけるコヒー

レント加算技術の理論と実験、高出力レーザーにおけるコヒーレン

トビーム結合技術を紹介し、戦略的方向付けを示し、中国側がこの

分野で先行し、 先端を走っている電通大レーザー研との交流を強

く望んでいることが分かった。 

セミナーの運営組織 日本側責任者 植田憲一・電気通信大学・教授 

中国側責任者： Jie Zhang, IOP, Professor 

               Zhiyi Wei, IOP, Professor 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容              金額 

旅費（3名）                330 千円 

（中国）国（地域）側 内容              金額 

旅費（6名）               300 千円 

（ ）国（地域）側 内容              金額 

 

（ ）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 アジア研究教育拠点事業:  

第３回高強度光科学セミナー 

（英文）JSPS Asian CORE Program  : 

 3rd High Intensity Laser Seminar in ASILS-5 

開催時期 平成 21 年 12 月 2 日～ 平成 21 年 12 月 5 日（4日間） 

開催地（国（地域）名、

都市名、会場名） 

（和文）ベトナム ハノイ 

（英文）Hanoi, Vietnum 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）山内 薫・東京大学・教授 

（英文）Kaoru Yamanouchi, The University of Tokyo, 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) 

Jongmin Lee, APRI/GIST, Director, Professor 

Nguyen Dai Hung, Institute of Physics and Electronics, 

Professor 

 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 
セミナー開催国 

（ ベトナム ） 

 

日本 
<人／人日> 

A. ７／２８

B. 

C. ４／１６

 

中国 
<人／人日> 

A. 

B. 

C. ４／１６

 

韓国 
<人／人日> 

A. 

B. 

C. ４／１６

 

合計 
<人／人日> 

A. ７／２８

B. 

C. １２／４８

 

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 ASILS 会議はアジア地区の大規模レーザー研究所がその計画遂行

状況や将来計画の情報交換をするために始まった会議であるが、

同時に、大型レーザー装置を用いた高強度レーザー科学の情報交

換の場でもある。今回はベトナムで開催されることを利用して、

ベトナム、マレーシア、台湾、フィリピンなど周辺諸国のレーザ

ー研究者の参加を得て、超短パルス超高強度レーザーの将来展望

を検討するセミナーを開催する。 
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セミナーの成果 今回の会議における焦眉の進歩は、昨年、開所式を行った韓国 GIST

の USQB研究所の超高出力レーザーがいよいよ本格稼働の段階に達

したことで、CEP 制御された超高出力レーザーを利用し電界強度を

任意制御して、コヒーレント電子を発生させる研究も、上海、韓

国 KAIST、日本 JAEA で進行中であり、世界のトップデータを生み

しつつある。ASILS は欧州からも注目を集めており、ドイツマック

スボルン研究所や東欧、さらにフランス・リオン大学などからも

研究者が参加し、韓国 GIST の研究所では、欧州、インドからの研

究者を受け入れた国際共同研究が順調に進みつつある。日本から

は、将来を見据えた新しい質のレーザー光、回折限界フリーのベ

ッセル様ビームのレーザー共振器による発生とこれまでの常識を

越えた 40m 以上の非回折ビーム伝播など、より基礎的な部分の発

表がなされた。 

セミナーの運営組織 ASILS-5: Jongmin Lee, APRI/GIST, Director 

Asian CORE seminar: Nguyen Dai Hung, Vietnum Academy of 

Sciences 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容              金額 

旅費（7名）                     1,400 千円 

その他の経費             200 千円 

会議場・予稿集費           500 千円 

（中国）国（地域）側 内容              金額 

旅費（4名）               850 千円 

その他の経費             150 千円 

（韓国）国（地域）側 内容              金額 

旅費（4名）              800 千円 

その他の経費             150 千円 

（  ）国（地域）側 内容              金額 
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整理番号 S－5 

セミナー名 （和文）JSPS アジア研究教育拠点事業: 

超短パルスセラミックレーザーシンポジウム 

（英文）JSPS Asian CORE Program:  

The 5th Laser Ceramics Symposium 

開催時期 平成 21 年 12 月 9 日 ～ 平成 21 年 12 月 12 日（4日間） 

開催地（国（地域）名、

都市名、会場名） 

（和文）スペイン、サン・セバスチャン国際会議場 

（英文）San Sebastian Conference Center, Spain 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）植田憲一・電気通信大学・教授 

（英文）Ken-ichi UEDA, UEC, 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) 

中国 Shiwei Wang, SIC, Professor 

 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 
セミナー開催国 

（ スペイン  ） 

日本 
<人／人日> 

A. ４／１６

B. 

C. 

中国 

<人／人日> 

A. 

B. 

C. ２／８

韓国 

<人／人日> 

A.  

B. 

C. ２／８

印 

<人／人日> 

A. 

B. 

C. 

合計 
<人／人日> 

A. ４／１６

B. 

C. ４／１６

 

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  第 5 回レーザーセラミックス国際会議と共催して、アジアコアシ

ンポジウムを開催し、超高強度固体レーザー材料としてのセラミッ

クレーザー研究の成果を発表し、日本、中国のセラミックレーザー

研究グループの研究連携を強める。レーザーセラミック国際会議は

コーディネータである植田憲一が創設した国際会議であり、毎年開

催され、本年はスペインで開催される。セラミックレーザーは日本

オリジナルの研究分野であり、世界に対して指導的立場を保持して

おり、本プログラムを通じて、アジア諸国の研究活性化を図る。 

セミナーの成果 我が国からは、BZTM 系の新 disordered ceramics の開発や、異方性

結晶である F-VAP の透明化に成功したとの報告がなされた。昨年、

LCS2008 を成功させた上海セラミック研究所は、シンガポールの南

洋工科大学と協力して Tm：YAG セラミックレーザーの開発に成功し

た。今回の一つの特長は、これまで困難であったフッ化物系のセラ

ミックスの透明化技術が進み、ロシア、フランス、日本から、有望

な結果が報告されたことである。もう一つの傾向は、蛍光 X線分析、

SIMS、共焦点顕微鏡、共通パスレーザー干渉計法、利得計測型レー

ザー顕微鏡、など新たな高感度計測法が開発、適用された結果、グ

レイン境界層の分析が進んだことである。これにより、我が国が報

告してきた機械強度の向上についても、相互チャックの結果、間違

いのない事実として、国際的に認知された。 

また、新たにシンガポールからの参加があり、セラミックレーザ

ーの開発に着手したことが報告された。 

Nanyang Technical Universityは、電通大レーザー研との共同研究

を通じて、Yb:Y2O3セラミックレーザーによるモードロック発振に成

功した。さらなる研究発展を計画するため、LCS2011をシンガポール

で開催することが決定した。アジア諸国の研究活性化の目に見える

成果と評価できる。 

セミナーの運営組織 JSPS セミナー実施責任者：植田憲一・電気通信大学・教授 

LCS 2009： Shiwei Wang, SIC/CAS, Professor 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容              金額 

旅費（4名）         800 千円 

（中国）国（地域）側 内容              金額 

旅費（2名）         500 千円 

その他の経費           100 千円 

（韓国）国（地域）側 内容              金額 

旅費（2名）         500 千円 

その他の経費           100 千円 
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整理番号 S－6 

セミナー名 （和文）JSPS アジア研究教育拠点事業: 

      高出力固体レーザー冬の学校 

（英文）JSPS Asian CORE Program :  

Ultrafast optical science seminar 

開催時期 平成 22 年 3 月 3 日 ～ 平成 22 年 3 月 5 日（ 3 日間） 

開催地（国（地域）名、

都市名、会場名） 

（和文）中国 中国 厦門大学（福建省） 

（英文）Xiamen University, Xiamen, China 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）植田憲一・電気通信大学・教授 

（英文）Ken-ichi Ueda, UEC, 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) 

Jun Dong, Xiamen University, 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. １／３

B. 

C. 

中国 

<人／人日> 

A. 

B. 

C. ４／１２

<人／人日> 

A.  

B. 

C. 

合計 
<人／人日> 

A. １／３

B. 

C. ４／１２

 

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  昨年度山東大学において行った新世代固体レーザーの科学と技術

に関する集中ゼミナールを継続する形を取り、今回は厦門大学に新た

に立ち上がった光学研究所にて冬の学校を開催する。 

所長である Dong 教授は、過去に電通大レーザー研で研究員を勤めて

おり、当時からの共同研究テーマであるセラミックレーザー、ファ

イバーレーザーの 新研究成果について討論する。 
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セミナーの成果  今回セミナーを行った研究所は、ほぼゼロから立ち上がった光学

専門の研究所であり、所員も上海光機研究所、物理研究所から移動

して来た研究者で構成され、全てがまだ第 1 歩の感があったが、参

加した学生や研究者達は、次世代の光学研究を担う熱意と情熱に溢

れており、殊に世界の 先端を行く電通大レーザー研におけるセラ

ミックレーザー研究に関して、試料や実験方法などへの質問が相次

いだ。今後、共同研究を進めることによる同研究所の発展への期待

が多いに感じられた。 

セミナーの運営組織 日本側責任者：植田憲一・電気通信大学・教授 

中国側責任者：Jun Dong, Xiamen University, Professor 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容              金額 

旅費（1名）           200 千円 

（中国）国（地域）側 内容              金額 

旅費（4名）                   1,000 千円 

その他の経費                     200 千円 

（ ）国（地域）側 内容              金額 
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整理番号 S－7 

セミナー名 （和文）JSPS アジア研究教育拠点事業:  

レーザープラズマ加速に関するアジアサマースクールおよび

シンポジウム 

（英文）JSPS Asian CORE Program: Asian Summer School and 

Symposium for Laser Plasma acceleration 

開催時期 平成 21 年 8 月 17 日 ～ 平成 21 年 8 月 21 日（5日間） 

開催地（国（地域）名、

都市名、会場名） 

（和文）台湾、新竹市 

（英文）Shanghai International Conference Center, Shangnai, 

China 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）植田憲一・電気通信大学・教授 

（ 英 文 ） Ken-ichi Ueda, Professor, Univ. 

Electro-Communications 

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) 

Jyhpyng Wang, Institute of Atomic and Molecular Sciences, 

Academia Sinica, Professor 

 

参加者数 

   派遣先 

派遣元 
セミナー開催国 

（  台湾  ） 

 

日本 
<人／人日> 

A. ３／１５

B. 

C. ２／１０

 

中国 
<人／人日> 

A. 

B. 

C. １／５

 

韓国 
<人／人日> 

A. 

B. 

C. １／５

 

インド 
<人／人日> 

A. 

B. 

C. １／５

合計 
<人／人日> 

A. ３／１５

B. 

C. ５／２５

 

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 超短パルス高出力レーザーの応用として、現在世界から注目されて

いるレーザープラズマ加速について、日本、中国、韓国、インド、

台湾の博士課程学生を中心とする若手研究者を対象にしたアジア

夏の学校を開催し、応用研究との交流を行う。この学校には、日本、

中国、韓国、インドの博士課程学生が参加し、若手研究者育成と交

流も目的とする。 

セミナーの成果 参加した学生の多くは加速器を研究しており、レーザーについては

初歩的な知識しか持っていないと予想されたので、①超短パルスレ

ーザーの基礎、②プラズマ物理と電磁加速の原理、③レーザープラ

ズマ粒子加速の物理、④相対論光学領域のシミュレーション、など

について、日本、韓国、中国、台湾、米国、英国から講師を招聘し

て、 先端の科学とその基礎を教育した。さらに、先端的な実験結

果については、４日目にポスターセッションの発表を準備して、学

生達と膝を交えた意見交換、教育の場とした。 

このサマースクールは、台湾加速器センターで開催されたこと

もあり、従来型のマイクロ波加速器の若手研究者に大きな刺激

を与えた。J.P. Wang 教授が開発を進めている 100TW レーザーシ

ステムを使ったレーザープラズマ研究にも影響を与え、アクシ

コン光学系による細線プラズマ中の粒子加速、X線発生などの研

究方向が固まった。電通大レーザー研で開発中の非回折光、ベ

ッセルビームイメージングの応用可能性などを検討している。

サマースクールに参加した台湾、中国、韓国、日本、インド、

ベトナムなどの博士課程学生が、セミナーの講義とレポートを

通じて、よく勉強したことはもちろんである。 

セミナーの運営組織 Jyhpyng Wang, Institute of Atomic and Molecular Sciences, 

Academia Sinica, Professor  

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容              金額 

旅費（3名）         350 千円 

（ 中 ）国

（地域）側 

内容              金額 

旅費（1名）         150 千円 

（ 韓 ）国

（地域）側 

内容              金額 

旅費（1名）         150 千円 

 

（ 印 ）国

（地域）側 

内容              金額 

旅費（1名）         250 千円 
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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> 
韓国 

<人／人日> 
インド 

<人／人日> 
計 

<人／人日> 

日本 
<人／人日> 

実施計画   4/16 4/16 

実績  2/12 2/12 

韓国 
<人／人日> 

実施計画    0/0 

実績   0/0 

インド 
<人／人日> 

実施計画    0/0 

実績   0/0 

合計 
<人／人日> 

実施計画 0/0 0/0 4/16 4/16 

実績 0/0 0/0 2/12 2/12 

②  国内での交流       0 人／0人日 

 

 

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 507,660  

外国旅費 5,549,796  

謝金 107,030  

備品・消耗品購入費 401,475  

その他経費 711,205  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

282,834  

計 7,560,000  

委託手数料 756,000  

合  計 8,316,000  
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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 0  

第２四半期 391,635 12 /78 

第３四半期 2,088,459 15/59  

第４四半期 5,079,906 15/47 

計 7,560,000 42/184  

 

                     

 

１３．平成２１年度相手国マッチングファンド使用額 

 

相手国名 

平成２１年度使用額 

[単位：現地通貨]

（日本円換算額） 

中国 
[ 元 ]

（ 3,000,000 円相当） 

韓国 
[ ウォン ]

（ 1,500,000 円相当） 

インド 
[ ルピー ]

（ 2,500,000 円相当） 

 

※ 交流実施期間中に、相手国が本事業のために使用したマッチングファンドの金額につ

いて、現地通貨での金額、及び日本円換算額を記入してください。 

 


