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アジア研究教育拠点事業 
平成２２年度 実施計画書 

 
 
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:// http://www.ils.uec.ac.jp/asiancore/index.html  
 
３．採用年度 
 平成 19 年度（  4 年度目） 
 
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・和文)  

①Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, The Chinese Academy of Sciences 
(SIOM, 中国科学院上海光学研究所)   

②China Academy of Engineering Physics(CAEP, 中国物理工学研究所)  
③Shanghai Institute of Ceramics, The Chinese Academy of Sciences 

(SIC, 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  
  
(2)国(地域)名:韓国  
拠点機関：(英文)Korean Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)  
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          ：(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・和文)  

�Gwangju Institute of Science and Technology(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 Fundamental 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・和文)  
    �Centre for Advanced Technology(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。さらに最近は、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、1980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。最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

レーサーの開発を目指し、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)と世界最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。  
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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ともに、

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、「アシ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．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 
  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、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。単色性は最高レベルで

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

現状では世界最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。インド、ムンバイ市のタ

タ基礎科学研究所(TIFR)では、超短パルスレーザーの開発が進み、それを用いた分子の解離実験

や高次高調波発生実験を行っている。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
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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。 
 
 
７．平成２２年度研究交流目標 
  本年度は、日本、中国、韓国における PW レーザーの完成とその稼働開始の時期に当たり、こ

れらの超高出力レーザーの実際的動作を通じて、共同研究体制と高強度レーザー物理学への取り

組みの強化を図る。我が国では阪大レーザー研で完成した LFEX レーザーによるプラズマ加熱実

験が開始されるので、その推移を見ながら、高強度光科学研究課題への研究参加を推進する。 
 
  中国でも、IOP、SIOM などにおいて PW 級レーザーによる実験が可能になりつつあるが、位

相同期した２波長レーザー照射によるコヒーレント干渉増強効果実験など、特長ある技術を応用

すると共に、昨年実施したブラックホール模擬実験の裏付けデータなど、高エネルギー密度分野

の共同研究を進める。 
 
  韓国 APLI のペタワットレーザーシステムは、今年度中に２PW にまで出力増強される予定で

ある。これらの高強度レーザー施設にアジアコアメンバーが参加して、共同研究を行うことを支

援する。実際に大型高強度レーザーを建設しているグループからの要求を受け止めることにより、

高強度化に伴って発生する新しい課題情報を共有し、それらの解決策を基礎的な観点から継続的

な研究を行うグループとの橋渡しを行う。 
 
  現在、完成を見た大型レーザー装置は、いずれも長期計画に基づき、開発、建設されてきたも

のであり、完全動作をさせるにも、数年間の準備、調整が必要になる。当初は当該研究所の目的

研究に集中することが避けられないが、それらに協力しながら、高強度光科学分野の新しい研究

提案を探って行く。 
 
  若手研究者養成では、継続して行っているアジア夏の学校、アジアコアセミナーによる博士課

程学生やポスドク養成に加えて、中国の研究指導者層の急速な若手化に対応して若手研究者との

共同研究ネットワークを強化する。 
 
 
８．平成２２年度研究交流計画概要 
８－１ 共同研究 
１）超高速光科学 
  本年はメンバーである山内（東大）、緑川（理研）が各々主催する大規模国際会議が北海道で同

時開催されるなど、アジアコアプログラムの成果が世界的にも認められつつある。電界位相を制

御した超短パルスレーザーによるクーロン爆発や光化学反応の研究は、放出光電子の放出方向、

運動量解析など、化学反応の詳細情報の取得、解析に発展させる。高次高調波発生を含め、フェ

ムト秒パルス、アト秒パルスのレーザー波長はより短波長領域に移行し、Ｘ線領域に発展させる

方向性を追求する。 
 
２）超高強度光科学 
  原研、阪大レーザー研を中心とした超高強度レーザー照射実験は LFEX レーザーの整備状況に

応じて、超高エネルギー密度状態の実現、相対論光学を応用したプラズマフォトニクス研究を展

開する。プラズマフォトニクスはこれまで比較的小型の超短パルスレーザーで基礎研究を行って

きたが、破壊損傷などの限界を持たない新しい光学デバイスとして、超高エネルギー密度光科学

にとって重要な課題として取り組む。 
  各国の大型レーザー装置の完成と同期して、本年はアジア諸国で相次いで国際会議が開催され

る。たとえば、１０月には、ASILS2010 が北京で開催された翌週、高速点火レーザー核融合に関

する国際ワークショップが上海交通大学で開催される。これらはいずれも超高強度光科学の対象

分野であり、世界各国の先端研究と情報交換するよい機会を与えてくれる。積極的な参加を呼び
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かけ、共同研究の成果を発表する。 
 
３）次世代超短パルスレーザーの開発 
  昨年度は本プログラムが推進する高出力セラミックレーザー研究を応用した結果、日本製のセ

ラミックレーザー材料を用いた米国の大規模レーザープロジェクトで、出力 100kW を実現するな

ど、本研究プロジェクトの方向性の正しさが確認された年となった。本年度は、これまで主流と

して開発してきた酸化物結晶の透明セラミックス化に加えて、CaF2, SrF2 などのフッ化物結晶材

料の検討を本格化する。フッ化物材料は、酸化物に比べて２倍以上長い励起寿命（エネルギー蓄

積能力）をもち、LD 励起のパルスレーザー開発には酸化物より優れている。さらに、非線形屈折

率が小さい、または負であるので、超高出力レーザーにおける自己収束レーザー損傷を避けるこ

とができるなど、次世代レーザー材料として重要である。ただし、これまでのところ、大型で高

品質のフッ化物セラミックス材料は十分に開発されておらず、基礎研究から活発化する必要があ

る。 
  OPCPA 技術の重要性が増すにしたがって、大型非線形光学結晶の研究ネットワークを構築する

努力を行う。これまで OPCPA に用いられてきた BBO, LBO 結晶は大型化が困難なので、超高出

力レーザー用非線形結晶という観点から取り組む。 
 
４） 先端学術情報集約 
 新しい固体レーザー材料、非線形光学材料など、光学材料研究の拠点として、電通大レーザー

研、阪大レーザー研、中国上海セラミック研究所、山東大学に加えて、厦門大学と関係が深く BBO, 
LBO などの開発で有名な福建大学結晶学研究所とも連携して材料データベース構築を拡大する。

レーザー光強度の飛躍的増大に伴い、超短パルスに先立つ雑音光であるペデスタルパルスの除去

が重要な課題として認識されるようになった。OPCPA やプラズマフォトニクス技術のような強い

非線形性を利用したフィルタリング技術が重要になった今、非線形光学結晶研究機関が連携して

学術情報を共有し、将来像を作り出すことは重要である。 
 

上記の共同研究計画において、日中韓インドの４カ国だけではなく、東南アジアにはレーザー

研究を通じて科学研究を活性化したいと考えている国が多数ある。これまでにアジアコアプログ

ラムが主催、連携してきたアジア諸国を支援する国際会議APLS, ASILS, 若手研究者、博士課程

学生を対象としたレーザー夏の学校（レーザー加速、固体レーザーなど）を通じて、マレーシア、

ベトナム、タイ、フィリピン、インドネシアなどの研究者が参加しており、国際会議、ネットワ

ークを通じた情報交流、学術支援を行ってきた。韓国に完成したPWレーザー研究施設にAsian 
Laser Centerを併設し、より初歩的なところからレーザーの基礎と応用のための教育、研究サポ

ートを開始した。これら諸国の研究者は、超高出力レーザー応用には興味を持っているものの、

諸国の事情としては、より実際的なレーザー応用研究を養成されていることを、両立させるねら

いがある。Asian Laser Centerには産業用高出力CO2レーザーやファイバーレーザー、ランプ励

起固体レーザーなど、最先端ではないものの、実用的で教育的なレーザー装置を準備した。これ

らの整備に当たっては、韓国APRI研究所の全面的なバックアップが役立っている。 
 
 
８－２ セミナー 
  これまでの情報交換、国際交流の結果、アジアコアプログラムの活動をセミナー、スクール活

動から共同研究を中心に据える方向に変更する。もちろん、これまで継続して開催してきたアジ

アコア参加国内の国際会議には、従来通り参加、共同研究の成果を発表する。 
 
１）アジアコア超高強度レーザーセミナー（ICUIL2010 との共催） 
  2008 年 10 月に中国で開催された ICUIL2008 においてアジアコアシンポジウムを開催し、プ

ログラム参加メンバーの研究交流、世界の超高出力レーザー研究グループとの情報交換を行い、

世界の先端研究の中で、アジアコア分野の研究がいかに活発かということを世界に知らせると同

時に、互いの協力関係を強化した。この成果から、ICUIL2010 においてもアジアコアプログラ

ムの研究成果を発表し、世界の超高強度光科学研究と交流するよい機会でもあり、世界のトップ
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研究者にアピールする。 
 
２）超短パルスセラミックレーザーシンポジウム（LCS-6 との共催） 
  セラミックレーザー研究に関する関心はますます拡がっており、今年はドイツ・ミュンスター

大学で開催される。昨年、大きな関心を集めたフッ化物セラミックによるレーザー発振実験が本

格化すると予想される。高い熱伝導特性と長寿命、低い非線形屈折率を持つフッ化物レーザー材

料は、半導体レーザーへの負荷を低減できる材料であり、同時に超短パルス光強度レーザーの最

大の問題である自己収束問題を解決可能なレーザー材料である。どこまで高品質なものが開発さ

れるか興味深い。なお、NIF が完成して、大型レーザー計画が再スタートする米国におけるセラ

ミックレーザー開発情報も、明らかになると期待される。米国が結晶作成で苦労をした E23 計

画で用いている Yb:FAP について、強磁場応用セラミック製法によるセラミックレーザーが、レ

ーザー品質に到達可能かどうか、科学的な議論が予定されている。また、開発中のテープキャス

ティングなど、大量生産技術についての検討会も企画する。 
 
３）アジアコアセミナー「次世代超短パルスレーザー（仮題）」 
  これまでの研究状況を反映して、次世代超短パルスレーザー技術について、総合的に検討する

アジアコアセミナーを開催する。内容的には 
①現在、完成、準備中の大型レーザー装置の現状とそれから明らかになった問題点 
②次世代超高出力固体レーザーとしてのセラミックレーザー研究の現状と将来 
③大型チタンサファイアレーザーによる PW レーザー技術 
④OPCPA 超短パルスレーザー技術 
⑤超高出力レーザーの高品質化技術 高コントラスト、収束ビーム強度の改善 
⑥超高強度レーザー用光学素子技術 
⑦ターゲット、プラズマ応用技術 

などをテーマとする。 
 
 
８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 相手国、特に中国の研究者の中には、外部研究機関に滞在して年間３ヶ月以内、共同研究を行

う制度を利用して、共同研究を実施したいという希望があることが分かった。そのような条件の

ある研究者を積極的に招聘して、共同研究を行う。一方、日本から相手国に派遣する若手研究者

を増やして、国際共同研究に参加させることを奨励する。 
  相手国の研究機関、大学には日本の研究拠点に所属、研究を行った経験のある研究者が集積し

つつある。これらの研究者との連携、ネットワーク化を進めて積極的な研究支援を行い、アジア

コアプログラム関連の研究人口を増大させる努力を行う。実際、過去に行った SIOM、IOP、山

東大学、厦門大学などへの拡大はそのような成果が実ったものである。 
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９．平成２２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>

印 
<人/人日>

アメリカ 
<人/人日>

ドイツ 
<人/人日> 合計 

日本 
<人／人日>  10/29 

 
8/23 

 
5/19 

 
5/30 

(3/18) 
3/12 

 
31/113 
(3/18) 

中国 
<人／人日> (9/52)    (2/12) (2/8) (12/42) 

韓国 
<人／人日> (5/13)    (2/12) (2/8) (9/33) 

印 
<人／人日> （3/8）    (1/6)  (4/14) 

アメリカ 
<人／人日>        

ドイツ 
<人／人日>        

合計 
<人／人日> (17/73) 10/29 

 
8/23 

 
5/19 

 
5/30 

(8/48) 
3/12 

(4/16) 
31/113 

(29/137) 
 
※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 

31／60  <人／人日> 
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１０．平成２２年度研究交流計画状況 
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>  2/6 2/6  4/12 

中国 
<人／人日> (2/6)    (2/6) 

韓国 
<人／人日> (1/3)    (1/3) 

 
印 

<人／人日> (1/3)    (1/3) 

合計 
<人／人日> (4/12) 2/6 2/6  4/12 

(4/12) 
② 国内での交流   9/18 人／人日 

22 年度の研 
究交流活動計

画 

高次高調波発生を含め、レーザー波長はより短波長領域に移行し、Ｘ線領

域に発展させる方向性を追求する。 

期待される研

究交流活動成

果 

電界位相を制御した超短パルスレーザーによる研究は、放出光電子の放出

方向、運動量解析など、化学反応の詳細情報の取得、解析に発展させる成

果が期待される。 

日本側参加者数  
  13 名 （１3－１ 日本側参加者リストを参照） 

（  中  ）国（地域）側参加者数 
2 名 （１3－２（ 中  ）国側参加者リストを参照） 

（  韓  ）国（地域）側参加者数 
2 名 （１3－３（ 韓  ）国側参加者リストを参照） 

（ 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>  4/12 4/12 2/8 10/32 

中国 
<人／人日> (2/6)    (2/6) 

韓国 
<人／人日> (1/3)    (1/3) 

印 
<人／人日> (1/3)    (1/3) 

合計 
<人／人日> (4/12) 4/12 4/12 2/8 10/32 

(4/12) 
② 国内での交流   4/8 人／人日 

22 年度の研 
究交流活動計

画 

原研、阪大レーザー研を中心とした超高強度レーザー照射実験はＬＦＥＸレ

ーザーの整備状況に応じて、超高エネルギー密度状態の実現、相対論光学を

応用したプラズマフォトニクス研究を展開する。 

期待される研

究交流活動成

果 

破壊損傷などの限界を持たない新しい光学デバイスとして、超高エネルギー

密度光科学にとって重要な成果が期待される。 

日本側参加者数  
14  名 （１3－１ 日本側参加者リストを参照） 

（  中  ）国（地域）側参加者数 
6 名 （１3－２（ 中  ）国側参加者リストを参照） 

（  韓  ）国（地域）側参加者数 
6 名 （１3－３（ 韓  ）国側参加者リストを参照） 

（ インド ）国（地域）側参加者数 
3 名 （１3－4 （ インド）国側参加者リストを参照） 

 
 
 
 
 
 



10 
 

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>  3/9 1/3 1/3 5/15 

中国 
<人／人日> (2/6)    (2/6) 

韓国 
<人／人日> (1/3)    (1/3) 

印 
<人／人日>     0/0 

合計 
<人／人日> (3/9) 3/9 1/3 1/3 5/15 (3/9)

② 国内での交流  7/14  人／人日 
２１年度の研 
究交流活動計

画 

これまで主流として開発してきた酸化物結晶の透明セラミックス化に加え

て、CaF2, SrF2 などのフッ化物結晶材料の検討を本格化する。ＯＰＣＰＡ

技術の重要性が増すにしたがって、大型非線形光学結晶の研究ネットワーク

を構築する努力を行う。 
期待される研

究交流活動成

果 

新たな超高出力レーザー用非線形結晶という観点からの成果が期待される。

日本側参加者数  
12  名 （１3－１ 日本側参加者リストを参照） 

（  中  ）国（地域）側参加者数 
13 名 （１3－２（ 中  ）国側参加者リストを参照） 

（  韓  ）国（地域）側参加者数 
6 名 （１3－３（ 韓  ）国側参加者リストを参照） 

（ インド ）国（地域）側参加者数 
6 名 （１3－4 （ 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>  1/2 1/2 0/0 2/4 

中国 
<人／人日> (1/2)    (1/2) 

韓国 
<人／人日> (1/2)    (1/2) 

印 
<人／人日>      

合計 
<人／人日> (2/4) 1/2 1/2 0/0 2/4 

(2/4) 
② 国内での交流  2/2   人／人日 

２１年度の研 
究交流活動計

画 

新しい固体レーザー材料、非線形光学材料など、光学材料研究の拠点として、

電通大レーザー研、阪大レーザー研、中国上海セラミック研究所、山東大学

に加えて、厦門大学と関係が深く BBO, LBO などの開発で有名な福建大学結

晶学研究所とも連携して材料データベース構築を拡大する。 

期待される研

究交流活動成

果 

非線形光学結晶研究機関が連携して将来像を作り出す成果が期待される。 

日本側参加者数  
2  名 （１3－１ 日本側参加者リストを参照） 

（  中  ）国（地域）側参加者数 
1 名 （１3－２（ 中  ）国側参加者リストを参照） 

（  韓  ）国（地域）側参加者数 
1 名 （１3－３（ 韓  ）国側参加者リストを参照） 

（ インド ）国（地域）側参加者数 
1 名 （１3－4（ インド）国側参加者リストを参照） 
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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 アジア研究教育拠点事業: 

 超高強度レーザーセミナー 
（英文）JSPS Asian CORE Program : Symposium on High Field 

Science in ICUIL 2010 
開催時期 平成 22 年 9 月 26 日 ～ 平成 22 年 10 月 1 日（6 日間）

開催地（国（地域）名、

都市名、会場名） 
（和文）アメリカ ワトキンスグレン国際会議場 
（英文）Watkins Glen, NY, US 

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) 

中国側: J. Zhang, IOP, Professor  
韓国側: J.-M. Lee, GIST, Professor 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 セミナー開催国 

（ アメリカ  ） 

日本 
<人／人日> 

A. 5/30
B. 
C. 3/18

中国 
<人／人日> 

A. 
B. 
C. 2/12

韓国 
<人／人日> 

A.  
B. 
C. 2/12

印 
<人／人日> 

A. 
B. 
C. 1/6

合計 
<人／人日> 

A. 5/30
B. 
C. 8/48

 
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。） 
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セミナー開催の目的 高強度レーザー研究分野において、ICUIL は国際的に最も重要な

会議である。この場で、アジアコアプログラムにおける研究成果

を発表することは、世界の先端の超高出力レーザー研究グループ

に、この事業の水準の高さを世に知らしめるのに絶好の機会であ

る。主催者の植田を始め、協力機関である東大、阪大、原研から

のメンバーが、それぞれの成果をセッションごとに報告し、より

優れた成果を目指すための新たな共同研究者を得、事業の活性化

に努める。 
期待される成果 このセミナーは、参加国同士の訪問交流よりも効率的なメンバー

間の研究交流、情報交換が行えるだけでなく、世界の動向をその

場で瞬時に掴み、それをどのようにアジアコアプログラム活動に

おいて生かしていくかを討論でき、今後の研究計画構築に非常に

有意義である。ICUIL2008 での韓国の大型レーザー装置立ち上げ

計画報告が、阪大、原研と韓国の共同研究計画推進に大きく貢献

したように、この事業の大きな推進力を得ることが期待できる。 
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 

                        : J. Zhang, IOP, Professor  
                        : J.-M. Lee, GIST, Professor 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容              金額 
旅費（5 名）                   1,000 千円 
消耗品購入費          100 千円 
 

（中）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（地域）側 内容              金額 
旅費（2 名）           500 千円 
その他の経費          100 千円 

（印）国（地域）側 内容              金額 
旅費（1 名）           250 千円 
その他の経費           50 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 6th Laser Ceramics 
Symposium 

開催時期 平成 22 年 11 月 ？日 ～ 平成 22 年 11 月？日（4 日間） 
開催地（国（地域）名、

都市名、会場名） 
（和文）ドイツ、ミュンスター大学 
（英文）Munster University, Germany 

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 

（ ドイツ  ） 

日本 
<人／人日> 

A. 3/12
B. 
C. 0/0

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. 0/0

合計 
<人／人日> 

A. 3/12
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  アジアコアプログラムの中核を成すセラミックレーザー研究成

果における電通大植田、白川らからの報告を中心にセミナーを開

催する。セラミックレーザー研究への欧州からの関心はますます

拡がっており、2009 年のスペインに続き、今年はドイツ・ミュン

スターでセミナーを開催する。世界に先駆けてセラミックレーザ

ー研究分野を確立した電通大レーザー研によるセミナーで、各国

の研究者の関心をこの事業へ向け、より一層の共同研究体制を整

える。さらに、光学データベースの情報収集も行う。 
期待される成果  昨年、大きな関心を集めたフッ化物セラミックによるレーザー

発振実験が本格化すると予想される。高い熱伝導特性と長寿命、

低い非線形屈折率を持つフッ化物レーザー材料は、超短パルス光

強度レーザーの最大の問題である自己収束問題を解決可能なレー

ザー材料である。どこまで高品質なものが開発されるか興味深い。

なお NIF が完成して、大型レーザー計画が再スタートする米国に

おけるセラミックレーザー開発情報も、明らかになると期待され

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 
                         Shiwei Wang, SIC, Professor 
 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容              金額 
旅費（3 名）           750 千円 
消耗品購入費          100 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－3 
セミナー名 （和文）JSPS アジア研究教育拠点事業:  

「次世代超短パルスレーザーセミナー（仮題）」 
（ 英 文 ） JSPS Asian CORE Program: Workshop on 

Technological 
Bottleneck Problem

開催時期 平成 23 年 1 月？日 ～ 平成 23 年 1 月？日（2 日間） 
開催地（国（地域）名、

都市名、会場名） 
（和文）日本 理化学研究所 
（英文）RIKEN, Japan 

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）Institute for Laser Science, UEC, Director 

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. 9/18
B. 
C. 2/4

中国 
<人／人日> 

A. 
B. 
C. 1/2

韓国 
<人／人日> 

A. 
B. 
C. 1/2

印 
<人／人日> 

A. 
B. 
C. 1/2

合計 
<人／人日> 

A. 9/18
B. 
C. 7/13

 
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 これまでの研究状況を反映して、次世代超短パルスレーザー技術

について、総合的に検討するアジアコアセミナーを開催する。（プ

ログラム作成中） 

期待される成果 現在、完成、準備中の大型レーザー装置の現状とそれから明らか

になった問題点、次世代超高出力固体レーザーとしてのセラミッ

クレーザー研究の現状と将来を明確にし、超高出力レーザーの高

品質化技術 高コントラスト、収束ビーム強度の改善、超高強度

レーザー用光学素子技術の発展が期待される。 

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（9 名）          135 千円 
日本側メンバー外国旅費     378 千円 
謝金              100 千円 
消耗品購入費          100 千円 
その他の経費          250 千円 
会議開催費             500 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 （2 名）         500 千円 

（印）国（地域）側 内容              金額 
旅費 （1 名）         300 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> 

インド 
<人／人日> 

 
<人／人日>

計 
<人／人日> 

日本 
<人／人日>  2/8  2/8 

中国 
<人／人日> （1/30）   （1/30） 

 
<人／人日>     

合計 
<人／人日> （1/30） 2/8  2/8 

（1/30） 

②  国内での交流        人／人日 
 

所属・職名 
派遣者名 

派遣・受入先 
（国・都市・

機関） 
派遣時期 用務・目的等 

原子力研究機構 
研究副主幹 
河内哲哉 

インド 
ムンバイ 
タタ基礎 
科学研究所 

平成 23 年 
2 月頃 

昨年度に引き続き、超短パルスレーザー

を用いた分子の解離実験、高次高調波発

生実験の共同研究の可能性を探る。 

原子力研究機構 
研究員 
錦野将元 

インド 
ムンバイ 
タタ基礎 
科学研究所 

平成 23 年 
2 月頃 

昨年度に引き続き、超短パルスレーザー

を用いた分子の解離実験、高次高調波発

生実験の共同研究の可能性を探る。 

上海光機研究所 
研究員 
J.Li 

日本 
電気通信大

学 

平成 23 年 
8 月頃 

8-3 に記したセラミックレーザーに関わ

る情報交換等を行い、共同研究の可能性

を探る。 
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１１．平成２２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 654,000 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 4,950,000 

謝金 200,000  

備品・消耗品購
入費 600,000  

その他経費 900,000  

外国旅費・謝金
に係る消費税 256,000  

計 7,560,000 研究交流経費配分額以内であ
ること 

委託手数料 756,000 
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 8,316,000  

 
 
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 1,185,000 16/ 39 

第２四半期 1,100,000 5/ 30 

第３四半期 2,469,000 27/ 68 

第４四半期 2,806,000 14/ 36 

合計 7,560,000 62/173 

 


