
様式１ 
 

 

 

アジア研究教育拠点事業 
平成２４年度 実施計画書 

 

 

１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関 ： 大阪大学 

（ 中 国 ） 拠 点 機 関： 上海交通大学 

（ 韓 国 ） 拠 点 機 関： 韓国原子力エネルギー研究所 

（ ｲ ﾝ ﾄ ﾞ ） 拠 点 機 関： プラズマ研究所  

 

２．研究交流課題名 

（和文）：   高強度フォトンを使う高エネルギー密度状態の科学     

          （交流分野： 高エネルギー密度科学             ）  

（英文）：Asian core program for high energy density science using intense laser photons                   

（交流分野： High Energy Density Science             ）  

 研究交流課題に係るホームページ：http:// www.eie.eng.osaka-u.ac.jp/le/ashula                                                  

 

３．採用期間 

 平成 23 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

（ 2 年度目） 

 

４．実施体制 

日本側実施組織 

 拠点機関：国立大学法人 大阪大学 

 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：学長 平野俊夫 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：工学研究科 教授 田中和夫 

 協力機関：京都大学、立命館大学、東京工業大学、独立行政法人日本原子力研究開発 

機構、金沢大学、大学共同利用機関法人自然科学研究機構 

 事務組織：大阪大学国際交流オフィス国際交流課国際交流推進係 

      大阪大学工学研究科研究協力室産学連携係、総務課評価広報係 

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）Shanghai Jiao Tong University（SJTU） 

      （和文）上海交通大学 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）President/Professor Jie ZHANG 

 協力機関：（英文）University of Science and Technology of China（USTC） 
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（和文）中国科学技術大学 

（英文）Shanghai Inst. Opt. & Fine Mech.（SIOM） 

（和文）上海光学研究所 

（英文）Institute of Physics（IOP)  

（和文）物理学研究所 

（英文）South East University（SEU） 

（和文）東南大学 

（英文）Peking University(PEU) 

(和文) 北京大学 

 経費負担区分：パターン 1 

 

（２）国（地域）名：韓国 

拠点機関：（英文）Korea Atomic Energy Research Institute（KAERI） 

      （和文）韓国原子力エネルギー研究所 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Principal Investigator Yongjoo RHEE 

 協力機関：（英文）Nat. Inst. Fusion Res.(NIFR) 

      （和文）国立核融合研究所 

（英文）Hangyang University(HAU) 

（和文）漢陽大学 

 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）Institute for Plasma Research (IPR) 

      （和文）プラズマ研究所 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）Director Predhiman K KAW 

 協力機関：（英文）Tata Institute of Fundamental Research（TIFR） 

      （和文）タタ基礎研究所 

（英文）Center for Advanced Tech.（CAT） 

（和文）先進技術センター 

（英文）Indian Institute of Technology（IIT） 

（和文）インド科学研究所 

（英文）Cochin University of Science & Technology (CUSAT) 

（和文）コーチン科学技術大学 

（英文）University of Hyderabad（UOH） 

（和文）ハイデラバード大学 

 経費負担区分：パターン 1 
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５．全期間を通じた研究交流目標 

【共同研究】高強度フォトンを使う高エネルギー密度状態の科学を我が国主導のもとに、

アジアにおき一層発展させるため、相手国拠点 中国上海交通大学、インド Institute for 

Plasma Research(IPR),韓国 KAERI と大阪大学を結ぶ研究教育ネットワークを確立する。

大阪大学の世界でも有数の高出力超高強度レーザーや複数の高性能レーザー（関西光研、

中国、インド、韓国）を共同研究実験に用い、またインド IPR と共同開発する新流体コー

ドを用い、韓国 KAIST・KAERI の原子・分子データベースを駆使し共同研究を進める。

此によりデータベースに基づく実験・理論による高エネルギー密度科学の学問体系を構築

することが可能となる。世界の高エネルギー密度科学分野で、我が国の拠点及び他大学・

研究所の研究者がリードする①相対論レーザープラズマ相互作用、②プラズマデバイス、

③実験室宇宙物理、④粒子加速及び⑤極限環境下の材料科学という５本の基軸テーマを展

開する。アジアからの参加研究者もこれらのテーマに関わる一流の研究者が集まっており、

緊密な共同研究展開が可能となる。 

【情報ネットワーク】これまで、共同研究で確認され確立された各国の特徴を最大限に活

かし科学研究を推進する。特徴（1）海外機関及び我が国の複数の高性能レーザー装置で共

同研究を組み合わせる効率運用、（2）韓国の得意とする原子・分子データの一層の充実と

アクセスの強化、（3）インドで発案される独創的な流体コード開発に代表される数学・物

理概念の共同研究へのいち早い組み込み、(4)中国が得意とするシミュレーションパラメー

タサーベイなどを実施する。こうした展開は、拠点を中心として既に世界的評価が高い高

エネルギー密度状態の科学研究を新しいフェーズに進展・拡大させることにつながり、ひ

いてはアジア全体の研究の活性化をさらに促す。 

【若手育成】国際共同研究では、テーマに応じた複数の教授・若手ペアを双方の国で組織

し、綿密な打ち合わせにより研究計画を立て実施する。このシステムにより若手は、短時

間のうちに国際的な共同研究ノウハウを効率よく継承・発展させる。拠点における大学院

高度副プログラム「学際光科学」や「国際物理コース」をベースにした日本及びアジアか

らの参加大学院生の教育を実施する。本計画で育つ若手研究者は、引き続き拠点における

博士研究員制度、関西光科学研究所の博士研究員、任期付き研究員（外国人登用含む）制

度を使った研究を実施する。 

 

６．前年度までの研究交流活動による目標達成状況 

平成 23年（初年)度には、 

（１）金沢においてスタートアップワークショップを開催することが出来た（平成 23年 11

月 27日～30日、於全日空クラウンプラザホテル）。このワークショップに於いて交流計画

の詳細を参加者全員に理解してもらい、参加意欲を高めることが出来た。日本を含むアジ

アの主要研究機関から研究発表が行われたことにより参加メンバーの研究内容が相互に確

認でき、具体的な共同研究の議論なども行われた。すでに走っている共同研究に関しては、
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今後の展開が参加者により議論された。 

（２）インド アウランガバードにおいて高エネルギー密度科学に関するワークショップ

を開催した。インド側の主催は、Tata Institute of Fundamental Researchおよび拠点機

関である Institute of Plasma Researchであった。日本側からは、大阪大学、名古屋大学、

核融合科学研究所、関西原子力研究機構から参加があった。インド側からは、上記 2研究

機関以外に、多くの高エネルギー密度科学に関連する大学・研究機関からの参加があり活

発な研究発表が行われた。 

すでに共同研究が実施されている大阪大学と Tata Institute of Fundamental Research 

および拠点機関である Institute of Plasma Researchとの間では、今後の共同研究の展開

について議論が展開された。また新たに、Institute of Plasma Researchと名古屋大学・

核融合科学研究所の間で、坂上教授、畑昌育君（名古屋大学大学院生）と Prof. A DASの

共同研究が開始された。 

（３）東工大長井准教授と中国東南大学顧忠澤教授との間で相互訪問があり、ナノ構造タ

ーゲット製造開発の共同研究がさらに推進された。川本直也君（立命館大学大学院生）は、

高エネルギー密度科学のプラズマ可視化の共同研究を韓国 Myongji大学 Kang-Sun LEE教授

と検討した。 

（４）中国、北京において実験室宇宙物理に関するワークショップが開催された。双方か

ら最新のデータに基づいた実験/理論に関する発表が行われた。チームリーダの高部教授、

坂和准教授（阪大レーザー研）、と Prof. Zhu SHAOPINGRとの間で共同研究が開始された。 

 

７．平成２４年度研究交流目標 

【研究協力体制の構築】 

平成 23 年度のスタートは実質的に年度後半からとなったが、活動報告に書いたように予想

以上の活動内容となった。それを受けて平成 24 年度にはまず、実質的な共同研究がこの事

業を介して実施される。平成 23 年 1 月のインド・アウランガバードのワークショップにお

ける話し合いにより、Tata Institute of Fundamental Research(TIFR)において、大阪大学

が若手を中心としたチームを派遣して共同実験を行うことが合意された。これは、TIFR の

40TW という強度をもつレーザー装置を使った実験となる。又、中国の上海光学研究所と

は、１PW という強度をもつレーザー装置を使った共同研究の招待が来ている。こうした共

同研究の打合には平成 23年度に購入させていただいたテレビ会議システムをフルに利用し

て詳細をつめることができる。 

その他にも（１）核融合科学研究所とインド・Institute of Plasma Research(IPR)、（２）

東京工業大学と中国レーザー研究所、（３）大阪大学とインド・Indian Institute of 

Technology(IIT)など、若手を交えた共同研究を次々と立ち上げる予定である。又、9 月に

は中国側と共同で、高エネルギー密度科学に関する国際会議を計画する。 
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【学術的観点】 

平成 23 年度は、この事業立上の年と位置づけ、その目的を十分に果たした。第二年度と

なる平成 24 年度は、実質的な共同研究（実験・理論）が大阪大学を拠点の中心として動き

出す。具体的には阪大・TIFR の共同実験では、超高強度レーザーを固体ターゲットに照射

した際、発生する 100M Gauss 級の磁場計測を通して電子電流（100MA 級）のワイベル

不安定性の成長率を観測する実験を実施する。 

 阪大、核融合研と IPR の共同研究では、超高強度レーザー照射で発生した電子電流のエ

ネルギー輸送にこれ迄考慮されてこなかったプラズマ密度勾配の効果を取り入れたプラズ

マ物理に基づく粒子コードシミュレーションを進める。 

 阪大と北京物理院との共同研究では、レーザーを使った実験室宇宙物理に関して、無衝

突衝撃波の実施と理論シミュレーションの比較検討が行われる。これらの研究内容はいず

れも日本側の高エネルギー密度科学分野における高い競争力に基づきアジア各拠点と世界

初の研究内容を推進するものであり、研究成果が出ることにより大きなインパクトを世界

の同分野に発信することができる。 

【若手研究者育成】 

 昨年の研究協力体制構築を通じて、大阪大学と TIFR 間では、共同実験が進められる。こ

の実験の主体は阪大側、羽原准教授の率いる博士課程大学院生と修士課程大学院生のチー

ムとなり、インド側の若手研究者、大学院生との国際チーム編成となって、双方の国の若

手育成が進められることとなる。 

 大阪大、核融合研、名古屋大と IPR との共同研究では、田中、坂上教授の指導のもと、

博士課程大学院生 2 名が、高エネルギー密度物理の理論シミュレーションの共同研究を展

開する。 

 その他にも、立命館大学、東工大の博士課程、修士課程大学院生もこの事業で共同研究

に参画する。 
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８．平成２４年度研究交流計画状況 

８－１ 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 23年度 研究終了年度 平成 27年度 

研究課題名 （和文）相対論的高強度レーザープラズマ相互作用に関する基礎研究 

（英文）Research for relativistic intense laser plasma interactions 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）羽原英明・大阪大学大学院工学研究科・准教授 

（英文）Hideaki HABARA, GSE, Osaka Univ., Assoc. Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Predhiman K KAW, Institute of Fundamental Research(IPR), India, Anle 

LEI, Director,Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanis, Jian 

ZHENG, University of Science and Technology of China, China, 

Yongjoo Rhee, KAERI, Principal Investigator, Korea 

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 インド 中国 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

 3/30 2/30 
5/60 

インド 

<人／人日> 

(2/14)   
(2/14) 

中国 

<人／人日> 

   
 

合計 

<人／人日> 
(2/14) 3/30 2/30 

5/60 

(2/14) 

② 国内での交流      6 人／30人日 

日本側参加者数  

    28名 （１２－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（インド）側参加者数 

    21名 （１２－４ 相手国（インド）側参加研究者リストを参照） 

（中国）側参加者数 

    34名 （１２－２ 相手国（中国）側参加研究者リストを参照） 

（韓国）側参加者数 

    12名 （１２－３ 相手国（韓国）側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の研究

交流活動計画 

初年度に、二回に渡る直接会合（金沢およびインドアウランガバード）

による打ち合わせ、その後昨年度本事業費で購入したテレビ会議システ

ム（以降 TVC）を駆使し、詳細な打ち合わせを Tata Institute of 

Fundamental Research(TIFR)側の G.Ravindra KUMAR

（4-1）,M.KRISHNAMURTHY教授（4-12）らと行った結果、6月から TIFR

の高性能レーザー装置を使った実験を実施する予定である。此処では磁

場計測手法において世界初のものがインド側で確立されており、高速電

子の計測手法では、大阪大学側が、世界の標準仕様のスペクトロメータ

を設計、製作指導して準備できている。 

中国の上海光学精密機械研究所の Anle LEI教授との共同研究の実施を計

画している。中国側は、高性能レーザーを準備中であり早ければ 5月に

もレーザーの性能テストを開始する模様であり、このテストショットに

大阪大学の参加が要請されている。今後、TVCを使った詳細な打ち合わせ

を数回繰り返しテストショット以降の実験計画を詰めることになる。 

中国が主体となって西安で開催される Laser Interaction with Matter 

International Symposium(LIMIS)は、この事業との共催となる。此処ま

でに得られた成果をこのグループから発表する。 

初年度末に中国合肥の中国科学技術大学より、急遽共同研究の打ち合わ

せ要請が入った。この打ち合わせの如何により新たな共同実験が発生す

る可能性がある。 

 

２４年度の研究

交流活動から得

られることが期

待される成果 

インドとの共同研究実験では、超高強度レーザーを固体ターゲットに照

射して発生する高速電子が固体ターゲットを突き抜ける際に発生する超

高強度磁場（100 MGauss）の高空間時間分解し、磁場を発生する源とな

っているワイベル不安定性の特性詳細を明らかにすることができる。 

 

中国との共同研究実験では、1015 Wに達するピーク強度を持つレーザー

装置を用い、このレーザーを固体ターゲットに照射する際の高速電子の

発生特性を明らかにすることができる。大阪大学側の持つノウハウでタ

ーゲットをナノ構造にする技術を持ち込むことで著しいレーザーとター

ゲットとの結合効率が得られると期待される。 

 

此処で掲げる成果が実際に得られれば何れも世界初の結果となる。 
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―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－2 研究開始年度 平成 23年度 研究終了年度 平成 27年度 

研究課題名 （和文）高出力レ−ザーを用いた実験室宇宙物理実験 

（英文）Laboratory astrophysics experiment using high-power laser 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）坂和洋一・阪大レーザー研・准教授 

（英文）Youichi SAKAWA, ILE OSAKA Univ., Associate Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

 

Yutong Li, IOP 中国, 教授 

CH Nam, KAIST, 韓国, 教授 

 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

 3/9  
3/9 

中国 

<人／人日> 

(3/10)   
(3/10) 

 

<人／人日> 

   
 

合計 

<人／人日> 
(3/10) 3/9  3/9(3/10) 

② 国内での交流       2人／4人日 

日本側参加者数  

     5名 （１２－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（中国）側参加者数 

    11名 （１２－２ 相手国（中国）側参加研究者リストを参照） 

（韓国）側参加者数 

     1名 （１２－３ 相手国（韓国）側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の研究

交流活動計画 

昨年の北京物理研究所における打ち合わせにより、双方が共同で物理課

題を担当し、1年をかけてその解決を図った。その成果を今年度同様に北

京においてワークショップ形式で検討議論する会合を持つ予定である。

内容に関しては、レーザープラズマによる実験室宇宙物理のプラットフ

ォームであり、無衝突衝撃波の実験観測とその流体シミュレーションが

メイン課題となる。実験は、大阪大学側が主に担当する。理論・シミュ

レーションに関しては双方が担当している。特にシミュレーションに関

しては、双方の異なるコードでの実験結果再現および実験設計が対象と

なる。 

実験に関しては、北京物理研究所および大阪大学での共同実験も検討さ

れる。 

得られる成果は、アメリカ物理学会、欧州物理学会、日本物理学会、LIMIS

などで発表される。 

 

２４年度の研究

交流活動から得

られることが期

待される成果 

宇宙に於ける高エネルギー粒子の存在は、長くその物理機構が未解明で

あった。このグループはそうした未解明の課題にレーザー実験室宇宙物

理という手法で挑戦している。すでに大阪大学の予備実験では、無衝突

衝撃波がこうした粒子の加速機構に寄与しているという推測をつけてお

り、今回の共同研究は、この課題に取り組むものである。 

中国側の拠点研究機関の Jie ZHANG教授、上海交通大学学長も、並々な

らぬ関心を持っており共同研究に非常に前向きであるため、様々な中国

側からの支援を受けることが出来る。具体的な支援内容の例として、

H24.9月に中国・西安で開催される国際シンポジウムにおいて、本事業を

後援として位置づけるよう働きかけたことがある。これにより、日本か

らは本事業関係者及びさらに広い大学・研究機関からの参加交流が見込

まれる。多数の研究者による情報交換は、具体的な共同研究等の活動を

より多く開始させることにつながる。成果は、上記著名な国際会議で発

表されるとともに、Physical Review Lettersなど高エネルギー密度科学

分野で世界一流のジャーナルに投稿され発表される。 
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―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－3 研究開始年度 平成 23年度 研究終了年度 平成 27年度 

研究課題名 （和文）プラズマデバイスによる電磁波生成等の研究  

（英文）Production of EM waves etc. via. Plasma Device 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）兒玉了祐・大阪大学・教授 

（英文）Ryosuke KODAMA/Osaka University/Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Dr Yongjoo RHEE/KAERI/Principal Investigator 

Zhenming SHENG/Shanghai Jiao Tong Univ./Professor 

交流予定人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 韓国 中国 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

 3/15  5/25 
8/40 

韓国 

<人／人日> 

(3/12)   
(3/12) 

中国 

<人／人日> 

(4/12)   
(4/12) 

合計 

<人／人日> 
(7/24) 3/15 5/25 8/40(7/24) 

② 国内での交流      2人／4人日 

日本側参加者数  

    15名 （１２－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（韓国）側参加者数 

    2名 （１２－３ 相手国（韓国）側参加研究者リストを参照） 

（中国）側参加者数 

    4名 （１２－２ 相手国（中国）側参加研究者リストを参照） 
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２４年度の研究

交流活動計画 

昨年度は、韓国の原子力研究所(KAERI)および漢陽大学を大阪大学、核融

合研側から訪問し、日本側の行っている重相環境におけるプラズマを利

用した高体力材料システム開発の実験結果を紹介し、その理論的サポー

トが出来るかどうかを打診した。韓国側は検討を重ねており、それに基

づいて5月に再度漢陽大学において直接の打ち合わせ検討会を開催する。

重相環境におけるプラズマを利用した高体力材料システム開発の実験結

果は、極限環境下において通常固体が破壊されるような熱フラックスに

晒される状態で、プラズマを用いて熱フラックスからの防御を行い、新

しい概念の高体力材料システムを構築するという内容である。 

さらに、テラヘルツ発生に超高級強度レーザーを用い、その発生効率を

向上させるための共同研究を大阪大学と韓国原子力研究所の Yong-joo 

RHEE博士と展開する予定である。 

韓国側の若手研究者、大学院生で長期にわたり日本に滞在し研究を行い

たい人が居る可能性を打診する。 

本事業が後援する LIMIS（Laser Interaction with Matter International 

Symposium）国際シンポジウムに参加・発表を行う。ここには多くの中国

人研究者が参加する為、多くの共同研究を開始できる可能性がある。 

 

２４年度の研究

交流活動から得

られることが期

待される成果 

重相環境におけるプラズマを利用した高体力材料システム開発は、核融

合炉、宇宙船などの内外壁の開発にとって非常に重要なものである。つ

まりこうした極限環境下では、固体材料は、通常アブレーションなどの

蒸発・プラズマ化現象を避けることが出来ない。そこで固体材料に比べ

てその内部エネルギーが 100倍以上高いプラズマを用いて材料シール

ド・防御を行おうとするものであり、この成果はすでに大阪大学・核融

合科学研究所の共同研究では予備的なものが得られ始めており、このア

ジアネットワークを用いることで一層の進展が期待できる。 

テラヘルツ波のレーザープラズマからの発生に関しては、その高効率化

が一段と進めば、コンパクトなレーザー装置によるテラヘルツ波の発生

が可能となり空港、病院などでのテラヘルツ診断が可能となる学術的基

盤を確立することにつながる。 

こうした成果は、アメリカ物理学会、欧州物理学会、日本物理学会、日

本応用物理学会、LIMISなどで発表する。 

ここで期待される成果は、中国（上海交通大学）、韓国（KAERI、漢陽大

学）との共同研究に基づくものである。 
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―研究課題ごとに作成してください。― 

整理番号 R－4 研究開始年度 平成 23年度 研究終了年度 平成 27年度 

研究課題名 （和文）高エネルギー密度科学研究用レーザードライバーの開発  

（英文）Laser research for high energy density science 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）宮永憲明・大阪大学レーザーエネルギー学研究センター・教授 

（英文）Noriaki MIYANAGA, Osaka Univ., Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Dr Yongjoo RHEE/KAERI/Principal Investigator 

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 韓国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

<人／人日> 

 3/15  
3/15 

韓国 

<人／人日> 

(2/7)   
(2/7) 

 

<人／人日> 

   
 

合計 

<人／人日> 
(2/7) 3/15  3/15(2/7) 

② 国内での交流      2人/4人日 

日本側参加者数  

    5名 （１２－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（韓国）側参加者数 

    2名 （１２－３ 相手国（韓国）側参加研究者リストを参照） 

（   ）側参加者数 

     名 （１２－３ 相手国（  ）側参加研究者リストを参照） 



 

 

13 

 

２４年度の研究

交流活動計画 

韓国原子力研究所との打ち合わせに基づき、今年度は、大阪大学側から

レーザープラズマ実験の整備・指導に出かける。レーザー装置は、ほぼ

稼働状態に持ち込まれている。此処では、比較的ロングパルス（ナノ秒）

のレーザーを用いたレーザープラズマ相互作用の共同実験が計画される

ことになる。この分野は、比較的歴史も古く、斬新な研究テーマに関し

ては注意深く課題設定することが必要となっている。そのために大阪大

学の豊富な経験を活かして、実験テーマ設定をすることが求められてい

る。 

此処までのネットワーク共同研究で実施された共同研究を含む大阪大学

側の研究成果発表を 5月に行われる APLS国際会議において発表する予定

である。 

内容は、大阪大学が独自に進める面励起型レーザー増幅器の増幅特性試

験、ファイバーレーザーの高性能化などを含む。 

 

２４年度の研究

交流活動から得

られることが期

待される成果 

韓国原子力研究所での実験が実現するためには、大阪大学の真空系、診

断系、レーザー装置などへの助言、指導が不可欠であり、このネットワ

ークで初めてこうした助言、指導が可能となる。共同実験がスタートす

れば我が国からの韓国高エネルギー密度科学界への重要な支援として位

置づけられる。 

レーザーの高性能化（ファイバーレーザー、増幅器など）の情報共有お

よび国際会議においての発表は、広く大阪大学の研究成果を知らしめる

ことにつながり、今後一層のアジアの中国、韓国との共同研究を展開す

る上で重要な布石となる。 

現在 R-4グループは、韓国との共同研究をメインに推し進めていたが、

今後 LIMIS国際シンポジウムを通じて、中国との共同研究の可能性を具

体化する。 
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８－２ セミナー 

整理番号 S－1 

セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業「レーザープラズ

マ物質作用国際シンポジウム」 

（英文）JSPS Asian CORE Program “ Laser Interaction with 

Matter International Symposium (LIMIS)                       

開催期間 平成 24 年 9 月 8 日 ～ 平成 24 年 9 月 13 日（6 日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）中国、西安 

（英文）China, Xi’an 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）田中和夫 大阪大学大学院工学研究科 教授 

（英文) Kazuo TANAKA, Grad. School Eng., Osaka Univ.,  

Professor 

相手国側開催責任者 

氏名・所属・職 

（英文）Prof. Xi-sheng YE, State Key Laboratory of Laser 

Interaction, 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. 7/42 

B. 7/42 

C. 4/24 

インド 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 5/30 

中国 

<人／人日> 

A.          

B.  

C. 4/24 

韓国 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 1/6 

合計 

<人／人日> 

A. 7/42 

B. 7/42 

C. 14/84 

A.セミナー経費から旅費を負担 

B.共同研究・研究者交流から旅費を負担 

C.本事業経費から旅費を負担しない 
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セミナー開催の目的 レーザーと物質相互作用（LIMIS）に関する（国際）セミナーを

開催し、事業に参加する関連研究者間の最新情報の交換の場とす

る。これにより、共同研究、若手研究者育成の一層の進展を図る。 

LIMIS は世界に開かれたシンポジウムであり、こうした国際シン

ポジウムの場において、若手研究者が発表することは、国際経験

を積むことにつながる。また、共同研究を推進する教授とともに、

LIMIS において共同研究打合せに参加することで、国際共同研究

の推進方法について実践方式で学ぶことができる。 

 

期待される成果 レーザーと物質相互作用に関する国際セミナーを開催する。 

これにより、本事業に参加する日本、中国、韓国、インドの 

関連大学・研究機関の研究者はもとより、欧米からの優れた研究

者が参加することとなる。本事業の成果を拡大する上で、非常に

有効な場とすることができる。具体的には、我国からの世界をリ

ードする研究成果発表に対して、中国、韓国、インドの研究者か

ら共同研究、人物交流の提案が出てくると考えられる。 

 

セミナーの運営組織 共同議長：田中和夫、 Peof. Xi-sheng YE, State Key  

Laboratory of Laser Interaction, Director  

プログラム担当：羽原英明 

ビザ、ホテルやアクセス案内担当：籔内俊毅 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容 外国旅費      金額 120 万円 

      備品・消耗品購入費 金額 20 万円 

   その他経費       金額 40 万円 

外国旅費・謝金等に係る消費税 金額 6 万円 

（中国）側 内容 中国から参加研究者旅費  金額 70 万円 

（韓国）側 内容 韓国から参加研究者旅費  金額 70 万円 

（ｲﾝﾄﾞ）側 内容 ｲﾝﾄﾞから参加研究者旅費  金額 70 万円 
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８－３ 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> 

 4/18 1/6 1/6 5/30 

 

<人／人日> 

     

 

<人／人日> 

     

 

<人／人日> 

     

合計 

<人／人日> 

 3/18 1/6 1/6 5/30 

②  国内での交流     1人／4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 

大阪大学・教授 

伊瀬敏史 1-4 

Prof.U. V. 

VARADARAJU 

（ｲﾝﾄﾞ・

Pradesh・ITT） 

9月 高エネルギー密度科学に関する 

共同研究（電源強化研究） 

核融合科学研

究所・教授・ 

廣岡慶彦 1-37 

Prof. 

Young-Dae 

JUNG 

 (韓国・ 

Ansan 

Gyunggi・

Hanyang 

University） 

5月 高エネルギー密度科学に関する 

共同研究（原子スペクトル研究） 

東工大・准教

授・長井圭治

1-38 

顧忠澤(Gu 

Zhong Ze)教授

（中国・南

京・東南大学） 

10月 高エネルギー密度科学に関する 

共同研究（材料研究） 

立命館大学・教

授・陳延偉 1-8 

Huchuan LU （中

国・大連・大連理

工大学） 

11月 高エネルギー密度科学に関する 

共同研究 

（知能情報手法によるデータ処理） 
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日本原研関西

光科学研究所・ 

副部門長・ 

P. BOLTON 1-51 

中国・上海・

上海交通大学 

10月 高強度レーザーによる 

イオン加速の研究 

立命館大学・ 

教授・田中覚 

1-9 

中国・上海・

Ewha大学 

5月 プラズマの可視化研究打合せ 

大阪大学・准教

授・羽原英明 

1-10 

日本・東京・

東京工業大学 

6月 東京工業大学での共同研究打合せ 
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９．平成２４年度研究交流計画総人数・人日数 

９－１ 相手国との交流計画 

    派遣先 

派遣元 

日本 

<人／人日> 

中国 

<人／人日> 

韓国 

<人／人日> 

インド 

<人／人日> <人／人日> 

合計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 
 

21/124 

(4/24) 
7/36 4/36  

32/196 

(4/24) 

中国 

<人／人日> 
(7/22)     (7/22) 

韓国 

<人／人日> 
(5/19) (1/6)    (6/25) 

インド 

<人／人日> 
(2/14) (5/30)    (7/44) 

 

<人／人日> 
      

合計 

<人／人日> 
(14/55) 

21/124 

(10/60) 
7/36 4/36  

32/196 

(24/115) 

 

※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（ ）

をのぞいた人数・人日数としてください。） 

 

９－２ 国内での交流計画 

13／46  <人／人日> 
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１０．平成２４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 1,000,000 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 6,300,000 

謝金 0  

備品・消耗品購
入費 

1,200,000  

その他経費 419,000  

外国旅費・謝金
等に係る消費
税 

315,000  

計 9,234,000 
研究交流経費配分額以内であ
ること 

委託手数料 923,400 
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 10,157,400  

 

 

１１．四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 2,234,000 10/53 

第２四半期 2,500,000 15/83 

第３四半期 3,000,000 10/53 

第４四半期 1,500,000 10/53 

合計 9,234,000 45/242 

 


