
様式９ 

アジア研究教育拠点事業 
平成２３年度 実施報告書 

 
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:// www.ils.uec.ac.jp/asiancore/index.html                    
 
 
３．開始年度 

平成 19 年度（最終年度） 
 
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 
 
 
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) 

      （和文）韓国先端科学技術大学 
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 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(GIST) 
      （和文）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：（英文）Centre for Advanced Technology(CAT) 

          ：(和文) 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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６．平成２３年度研究交流目標 
 
 韓国 GIST のペタワットレーザーについては、すでに日本からの研究者だけでなく、国際

的に共同研究員を受け入れており、長期間、短期間の両面で優れた研究協力体制が構築さ

れた。中国の SIOM のレーザーを用いた共同研究でも、中国科学院の招聘研究として、レー

ザープラズマ加速の実験や実験室宇宙物理の実験的研究が進むなど、共同研究の環境整備

が進んでいる。今年度は、この体制を利用して優れた成果を生み出し、継続的な体制構築

の方向性を模索する。学術的観点では、高強度レーザー科学の対象分野は急速に拡大しつ

つあり、従来の超高速光科学や高次高調波発生、高強度プラズマ相互作用だけでなく、高

エネルギー密度科学、素粒子物理学にまで広がってきた。ICFA との共同で次世代コンパク

トコライダーのためのレーザー開発の必要性が提起される時代となった。世界に先駆けて、

国際的研究ネットワークを構築してきたアジアコアプログラムの活動を、さらに継続、持

続的なものにする努力を行う。Asian Summer School や小規模アジアコアセミナーを各国で

開催してきた努力は、若手研究者間の人的ネットワークにつながっており、うえに述べた

国際共同研究にこの成果を組み込むことで継続可能な活動につなげてゆく。 

 当初予定しなかった課題として、X 線自由電子レーザー開発とその応用が浮上している。

当初は、我が国（理研）だけで振興していたコンパクト X 線自由電子レーザー開発である

が、我が国の順調な開発状況を見た韓国、中国は相次いで XFEL 計画を立ち上げた。軟 X線

から硬 X線領域の XFEL はこれまでのレーザーでは発生しにくい高エネルギー光子を高強度

で発生できるレーザー装置であり、同時に、フェムト秒からアト秒が可能な超短パルスレ

ーザーでもある。アジアコアメンバーはこれまでの経験を生かし、これらの計画に参画す

る方向で努力する。 
 
 
７．平成２３年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

 

 今までのアジアコア活動によって、中国科学院、上海光学精密機械研究所、上海交通大

学、KAIST、GIST、TIFR といったアジア圏光科学研究の中心を担う研究所との繋がりが

より密となった。特に、電気通信大学に滞在していた研究者の多くが上海光学精密機械研

究所の中心人材となり、今年度の共同研究訪問においては、中国側で積極的に小規模なが

らセミナーを開催し、これは平成２４年度、もう少し拡張したセラミックシンポジウムと

して開催されることが決定した。 

 

７－２ 学術面の成果 
 
 上海光学精密機械研究所（SIOM）においては、高出力レーザー装置（SG-II、Sg-III プ

ロトタイプ） 超短パルスレーザー（高出力、高繰り返し等）、光学薄膜研究施設、大型レ

ーザーガラス製造施設が順調に稼働しており、また新たに 10PW レーザー建設が開始され

る。 
また、上海放射光施設（SSRF）においても新たに軟 X 線自由電子レーザー施設が建設され

る予定である。 
 インド TIFR 研究所においては、従来まで使用していた 10TW 級のチタンサファイアシ

ステムを、100TW級のレーザーへ拡張する計画が進行中で、それを利用したレーザー加速、

高輝度X線発生、クラスタと超高強度レーザーとの相互作用研究が精力的に行われている。 
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７－３ 若手研究者養成 

 

 インド TIFER 研究所に電通大博士後期課程の学生を 1 ヶ月派遣し、そこで新しい実験提

案を行えるようにした。研究提案は、日本におけるその学生の直接テーマではなく、新し

い研究環境を見た上で、ゼロからの提案として出すことを要求し、そのアイデアを現地で

スタッフ達と議論してもらうことにした。訪問により実験研究を行うことも重要であるが、

このような現状を把握し、そこでより良い研究課題を提案する力、およびそのアイデアを

相手に伝え、議論し、実際の研究課題まで育て上げる力を育成する良い方法になったと考

える。 

 

７－４ 社会貢献 

 

 超高強度レーザーによる新しい物理学分野の拡大をサポートするため、この間、学術学

会が開催する講演会、国際会議の運営に協力すべく、各種委員会等での研究面での助言、

発表、また学生教育活動を行った。 

 

 

７－５ 今後の課題・問題点 
 
 インド TIFR 研究所では、ポスドクを含む非常に多くの学生を抱えており、彼らの日本で

の研究施設を使った研究展開を支援する必要がある。インドでは、装置に対する予算はつ

きやすくなってきたものの、パーマネントポストである研究スタッフに対する予算は難し

いとのコメントがあった。また、TIFR では、実験に必要な研究開発機器の一部を、研究所

内で製作しており、日本では失われてきた感のあるこの状況を見守る必要もある。 
一方、中国では科学技術に重点的な投資が行われており、レーザー・光学分野は高く評価

されていて、人材育成にも大きな力が入れられており、各国における研究活動への待遇の

差が、今後の発展の鍵となりうる。 
 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２３年度論文総数    0 本 

  本事業名が明記されている論文 0 本 

 相手国参加研究者との共著   0 本 

  （※ 「本事業名が明記されているもの」「本事業の研究成果であることが明瞭な 

もの」を計上・記入してください。）   

  （※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入してください。） 

 
８．平成２３年度研究交流実績概要 
 ８－１ 共同研究 

超高速光科学に関する研究 

上海光学精密機械研究所におけるペタワット級大型レーザーの開発とそれに付随するレー

ザーガラスの開発、高繰り返しフェムト秒レーザーによる透明材料の加工、アト秒パルス

発生に関する研究の進行を確認した。 

 

高強度光科学に関する研究 

光州科学技術院、韓国科学技術院等での、レーザー粒子加速、アト秒パルス発生、ファイ

バーレーザー開発の展開を確認し、今後、レーザープラズマ X 線レーザーを用いたフェム

ト秒レーザーアブレーション観察、ナノ微細加工での連携研究を進める。 

 

次世代超短パルスレーザーの開発 

上海光学精密機械研究所の神光 II 号、神光 II 号 up grade での超短パルスレーザー開発の
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活動状況を把握し、粒子加速、高次高調波への応用研究、また韓国科学技術院での位相安

定化 SBS によるビーム結合を確認した。 

 

先端学術情報集約 

セラミックを中心とした固体レーザー実験試料に加え、新しいガラスの開発研究、水冷に

よらない 100W レーザーを用いた実験等、応用範囲を広げるべくデータを収集した。 

 
 

８－２ セミナー 

 本年度は、当初予定していたセミナー３つのうち、２つまでが震災の影響で延期および

中止となった。唯一開催できたシンガポール南洋工科大学における超短パルスセラミック

レーザーシンポジウムでは、日本がその先端となったセラミックレーザー研究が、中国、

インド等のアジア圏はもとより、ロシア、アメリカ、欧州等からの参加者を得、世界規模

での注目を集める分野として十分に成長し、今後は互いに競争しながら発展していく過程

を確認することができた。 

 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 本年度に予定していた研究者交流は、震災の影響で受入予定であった中国側研究者の日

本への渡航が困難となり、やむなく中止した。 
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９．平成２３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> 

シンガポール 

（日本側） 

<人/人日> 
合計 

日本 
<人／人日> 

実施計画  9/29 

（0/0） 

7/20 

（0/0） 

2/10 

（0/0） 

2/6 

（0/0） 

20/65 

（0/0） 

実績 9/29 

（0/0） 

2/10 

（0/0） 

2/6 

（0/0） 

2/6 

（3/12） 

15/51 

（3/12） 

中国 

<人／人日> 

実施計画 （11/30）  （0/0） （0/0） （2/6） （13/36）

実績 （7/20） （0/0） （0/0） （2/8） （9/28） 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 （8/21） （0/0）  （0/0） （0/0） （8/21） 

実績 （4/11） （0/0） （0/0） （0/0） （4/11） 

インド 

<人／人日> 

実施計画 （5/14） （0/0） （0/0）  （2/6） （7/20） 

実績 （2/6） （0/0） (0/0) （2/8） （4/14） 

シンガポール 

（日本側） 

<人／人日> 

実施計画 （0/0） （0/0） （0/0） （0/0）  （0/0） 

実績 （0/0） （0/0） （0/0） （0/0） （0/0） 

合計 
<人／人日> 

実施計画 （24/65） 9/29 

（0/0） 

7/20 

（0/0） 

2/10 

（0/0） 

2/6 

（6/18） 

20/65 

（30/83）

実績 （13/37） 9/29 

（0/0） 

2/10 

（0/0） 

2/6 

（0/0） 

2/6 

（7/28） 

15/51 

（20/65）

 

※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 

33 ／ 70 <人／人日> (29／56) <人／人日> 
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１０．平成２３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 Opticsl Sciences 

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  2/6 2/6 0/0 4/12 

実績 2/8 0/0 0/0 2/8 

中国 
<人/人日> 

実施計画 (2/6)  0/0 0/0 (2/6) 

実績 (2/6) 0/0 0/0 (2/6) 

韓国 
<人/人日> 

実施計画 (1/3) 0/0  0/0 (1/3) 

実績 (1/3) 0/0 0/0 (1/3) 

インド 
<人/人日> 

実施計画 (1/3) 0/0 0/0  

 

(1/3) 

実績 (1/3) 0/0 0/0 (1/3) 

合計 
<人/人日> 

実施計画 (4/12) 2/6 2/6 0/0 4/12 

(4/12) 

実績 (4/12) 2/8 0/0 0/0 2/8 

(4/12) 

② 国内での交流       (11／22) 人/人日 

２３年度の研

究交流活動 

X 線自由電子レーザーへのシード光源としての高次高調波発生を含む拡張された短波長

(X 線)領域、フェムト秒、アト秒科学の研究を推進する。韓国、中国の計画への反映を検

討し、将来のアジアネットワーク形成の基盤を形成した。 

研究交流活動

成果 

上海光学精密機械研究所におけるペタワット級大型レーザーの開発とそれに付随するレ

ーザーガラスの開発、高繰り返しフェムト秒レーザーによる透明材料の加工、アト秒パル

ス発生に関する研究の進行を確認した。 

日本側参加者数  

13 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ 中国）国（地域）側参加者数 

2 名 （１４－２（中国）国（地域）側参加研究者リストを参照）

（ 韓国）国（地域）側参加者数 

2 名 （１４－３（韓国）国（地域）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 （１４－4（インド）国（地域）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・日本原子力機構・研究主席 

（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.; 韓国 D.-K. Ko, GIST/ARPI, Prof.; 

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

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  3/12 3/9 1/5 7/26 

実績 0/0 1/6 0/0 1/6 

中国 
<人/人日> 

実施計画 (2/6)  0/0 0/0 (2/6) 

実績 (2/6) 0/0 0/0 (2/6) 

韓国 
<人/人日> 

実施計画 (1/3) 0/0  0/0 (1/3) 

実績 (1/3) 0/0 0/0 (1/3) 

インド 
<人/人日> 

実施計画 (1/3) 0/0 0/0  

 

(1/3) 

実績 (1/3) 0/0 0/0 (1/3) 

合計 
<人/人日> 

実施計画 (4/12) 3/12 3/9 1/5 7/26 

(4/12) 

実績 (4/12) 0/0 1/6 0/0 1/6 

(4/12) 

② 国内での交流       (7／14) 人/人日 

２３年度の研

究交流活動 

ポストペタワットレーザーのための基礎的光学素子（プラズマフォトニクス）や拡大可能

なコヒーレントビーム結合技術の研究を活性化する。非線形光学素子によるビーム結合や

ファイバーレーザーにおける原理実証実験を企画・検証した。 

研究交流活動

成果 

光州科学技術院、韓国科学技術院等での、レーザー粒子加速、アト秒パルス発生、ファイ

バーレーザー開発の展開を確認し、今後、レーザープラズマ X線レーザーを用いたフェム

ト秒レーザーアブレーション観察、ナノ微細加工での連携研究を進める。 

日本側参加者数  

8 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ 中国）国（地域）側参加者数 

6 名 （１４－２（中国）国（地域）側参加研究者リストを参照）

（ 韓国）国（地域）側参加者数 

6 名 （１４－３（韓国）国（地域）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 （１４－4（インド）国（地域）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  3/9 1/3 1/5 5/17 

実績 6/20 1/4 1/3 8/27 

中国 
<人/人日> 

実施計画 (2/6)  0/0 0/0 (2/6) 

実績 (2/6) 0/0 0/0 (2/6) 

韓国 
<人/人日> 

実施計画 (1/3) 0/0  0/0 (1/3) 

実績 (1/3) 0/0 0/0 (1/3) 

インド 
<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 

合計 
<人/人日> 

実施計画 (3/9) 3/9 1/3 1/5 5/17 

(3/9) 

実績 (3/9) 6/20 1/4 1/3 8/27 

(3/9) 

② 国内での交流       (9／18) 人/人日 

２３年度の研

究交流活動 

セラミック製法とフッ化物の重要性について、集中的な研究活動を行う。超短パルス発生

のための超広帯域利得媒質の探求を行った。 

研究交流活動

成果 

上海光学精密機械研究所の神光 II 号、神光 II 号 up grade での超短パルスレーザー開発

の活動状況を把握し、粒子加速、高次高調波への応用研究、また韓国科学技術院での位相

安定化 SBS によるビーム結合を確認した。 

日本側参加者数  

15 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ 中国）国（地域）側参加者数 

13 名 （１４－２（中国）国（地域）側参加研究者リストを参照）

（ 韓国）国（地域）側参加者数 

6 名 （１４－３（韓国）国（地域）側参加研究者リストを参照）

（インド）国（地域）側参加者数 

9 名 （１４－4（インド）国（地域）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  1/2 1/2 0/0 2/4 

実績 1/1 0/0 1/3 2/4 

中国 
<人/人日> 

実施計画 (1/2)  0/0 0/0 (1/2) 

実績 (1/2) 0/0 0/0 (1/2) 

韓国 
<人/人日> 

実施計画 (1/2) 0/0  0/0 (1/2) 

実績 (1/2) 0/0 0/0 (1/2) 

インド 
<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 

合計 
<人/人日> 

実施計画 (2/4) 1/2 1/2 0/0 2/4 

(2/4) 

実績 (2/4) 1/1 0/0 1/3 2/4 

(2/4) 

② 国内での交流       (2／2) 人/人日 

２３年度の研

究交流活動 

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である電通大レーザ

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、厦門大学に、今年度新し

くメンバーに加えたシンガポール南洋工科大学の研究者を加えてデータベース整備事業

を行った。 

研究交流活動

成果 

セラミックを中心とした固体レーザー実験試料に加え、新しいガラスの開発研究、水冷に

よらない 100W レーザーを用いた実験等、応用範囲を広げるべくデータを収集した。 

日本側参加者数  

2 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ 中国）国（地域）側参加者数 

1 名 （１４－２（中国）国（地域）側参加研究者リストを参照）

（ 韓国）国（地域）側参加者数 

1 名 （１４－３（韓国）国（地域）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 （１４－4（インド）国（地域）側参加研究者リストを参照）
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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 23 年 11 月 14 日 ～ 平成 23 年 11 月 17 日（4 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）シンガポール南洋工科大学 
（英文）Singapore , Nanyang Technical University 

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 
(※日本以外で開催の場合) 

中国側: Shiwei Wang, SIC, Professor 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 セミナー開催国 

（ シンガポール ） 

 
日本 

<人／人日> 

A. 2/6
B.
C. 3/12

 
中国 

<人／人日> 

A.
B.
C. 2/8

 
インド 

<人／人日> 

A.
B.
C. 2/8

 
合計 

<人／人日> 

A. 2/6
B.
C. 7/28

 
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 超短パルス超高出力レーザーのための新材料として期待が集まる

セラミックレーザー研究を活性化するため、我が国の研究者が中心

となって組織している LCS をシンガポールで開催する。この LCS に

は、毎回セラミックレーザー以外の光学研究分野の発表もあり、共

催することで、他分野に我々の活動を知らせ、また彼らからの情報

収集により、新しい検証方法や、試料のヒントを得る。 

セミナーの成果 D.Tang、J.Zhang の進行により、電通大植田、白川、阪大河仲から

それぞれ口頭発表があり、一般参加者との研究討論を行った。シン

ガポールでの開催では、アジア諸国だけでなく、欧米、特にフラン

スとアメリカが強い関心を持って積極的に参加し、日本で始まった

セラミックレーザー研究の世界規模での活性化を確認することが

できた。本プログラムが推進してきた LCS 会議（Laser Ceramics 

Symposium）を毎年開催することで、世界の動向を把握し、より一

層の活性化を目指して、今後とも活動を継続していく。 

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 

 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容              金額 

旅費（2名）     400 千円(@200 千円×2) 

その他の経費         100 千円 
（ 中国）国

（地域）側 
内容              金額 

旅費（2名）     500 千円(@250 千円×2) 

その他の経費         100 千円 
（インド）国

（地域）側 
内容              金額 

旅費（2名）     500 千円(@250 千円×2) 

その他の経費          100 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） 

 

平成 23 年度は実施なし 

 

１１．平成２３年度経費使用総額 

 経費内訳 金額（円） 備考 

研究交流経費 
国内旅費 446,980  

外国旅費 2,530,760  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 618,030  

その他経費 0  

外国旅費・謝金等に
係る消費税 

119,620  

計 3,715,390  

委託手数料 357,699  

合  計 4,073,089  

 
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 0/0 

第２四半期 0 0/0 

第３四半期 208,314 4/12 

第４四半期 3,507,076 11/39 

計 3,715,390 15/51 

 
１３．平成２３年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２３年度使用額 

（日本円換算額） [単位：現地通貨] 

中国 1,500,000 円 [   元  ]  

韓国 1,000,000 円 [  ウォン ] 

インド 2,000,000 円 [  ルピー ] 

※ 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。 


