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アジア研究教育拠点事業 
平成２４年度 実施報告書 

 

 

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(ASHULA)                                 

        （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(ASHULA)（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）：大学院工学研究科 教授 田中和夫（1-1） 

 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（2-1） 

 協力機関：（英文）University of Science and Technology of China（USTC） 

（和文）中国科学技術大学 
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（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

（3-1） 

 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（4-6） 

 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） 
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（和文）ハイデラバード大学 

 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 

【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。 
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６．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。 

 

【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。 
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 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。 

 

 

７．平成２４年度研究交流成果 

（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めてください。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

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、超高強度 高性能レーザーを準備中であり 2013年 3月にレーザーの性能テストを開

始した。このテストショットの特性評価のために、大阪大学の参加が要請され、年度末に

田中（阪大、代表）が上海光学精密機械研究所を訪問し相手側機関代表者 雷安楽教授と

データ検討を行った。このレーザーを使った高エネルギー密度科学に関する共同実験に至

る前に、更なる性能向上のため、次年度も継続してテストショットが必要である事が確認

された。 

上海光学精密機械研究所の高エネルギーレーザーを使った共同研究実験が平成 25年度に実

施される事が決まった。この共同実験には、坂和准教授（阪大 ）らが若手研究者ととも

に参加する予定である。 

23年度末に中国合肥の中国科学技術大学より、急遽共同研究打ち合わせ要請が入り、これ

に応えた。この打ち合わせにより新たな共同実験が発生する可能性がある。続いて 25年度

9月に中国科学技術大学 Jian Zheng教授の来日予定が組まれており、ｘ線トムソン散乱

計測とその理論に関しての共同研究が進められる。 

 

インドとの共同研究実験では、GR Kumar教授（Tata Inst. Fund. Res.:TIFR）が所有する

超高強度レーザー（10TW 及び 100TWのピークパワーを持つ二台のレーザー装置が存在）

の装置調整・立ち上げに日本からも、羽原准教授（阪大）と大学院生数名が、数ヶ月にわ

たり ASHULAを通じて積極的に参加し、共同実験へ漕ぎ着けると共に今後の共同実験継続へ

の基盤を構築することが出来た。 

 

インドとの共同研究理論では、PK Kaw教授 Inst. Plasma Res.:IPR,拠点機関、拠点代表）

（A Das 教授（Inst. Plasma Res.:IPR,拠点機関）との共同研究で、岡林篤紀（大阪大学 

大学院工学研究科電気電子情報工学専攻 博士後期課程）が、高速電子核融合における高

密度プラズマ中での MeV電子による加熱機構に関する研究で博士号を取得した。 

 

昨年の Yuton Li教授（北京物理研究所）、Jie Zhang 教授（上海交通大學総長、拠点機関、

拠点代表）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複数の国際会議、ワークショップなどの機会を利

用して、双方が検討議論する会合を持った。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
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ションがメイン課題となった。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が計画され、一年の準備期

間を経て、平成 25年度初頭に実施される運びとなった。 

 

昨年度は、韓国の Y RHEE博士（原子力研究所(KAERI)、拠点機関、拠点代表）および漢陽

大学を田中（大阪大学、代表）、廣岡教授（核融合研）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、検討を重ねており継続して、再度

漢陽大学などにおいて直接の打ち合わせ検討の場を設ける。 

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

共同研究を兒玉教授（大阪大学）と韓国原子力研究所の Yong-joo RHEE博士（原子力研究

所(KAERI)、拠点機関、拠点代表）と引き続き展開する体制が確立された。 

 

中国、西安で開催された Laser Interaction with Matter International Symposium(LIMIS)

は、この事業セミナー（ｓ－１）（2012年 9月 9日～12日）との共催として位置づけた。

此処までに得られた成果を ASHULA参加研究者、大学院生から発表した。 

此処には、中国のレーザープラズマ主要研究所からの若手を含む多くの参加者があり、ま

たドイツ、イギリス、アメリカなどからも著名研究者が参加する一大国際会議となった。 

多くの第一線の研究発表、情報交換、共同研究の議論が行われ日本から参加した若手研究

者も、国際的な雰囲気の中でどのように共同研究をスタート・発展させるかと学ぶ事が出

来た。 

（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 & Seminar (LIMIS)                       

このセミナー開催をベースに、ASHULA 拠点機関代表者らが今後のあり方を検討議論した結

果、2013（平成 25 年）より ASHULA によるアジア版高エネルギー密度・圧力下の極限状態

というワークショップを主催国を拠点機関が持ち回りで、開催することが合意された。こ

れは、この分野におけるアジア主導の世界で初めての試みとなり、既に欧米からの関心も

高く、開催が期待されている。 

 

伊瀬教授（阪大）により、インド科学技術大学（ハイデラバード校）と大阪大学の間に、

大学間交流協定の締結が行われた。これは、印度側からの要請に応えたものであり、高エ

ネルギー密度科学分野におけるだけではなく、大学間の大学院生を含む交流、研究交流、

教育交流を可能とする基盤が構築されたことになる。ASHULA の研究基盤があって初めてこ

の交流協定にたどり着くことができた意義は大きい。 
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７－２ 学術面の成果 

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た。また、田中、羽

原、森岡（大阪大学）の発案で、こうした高速電子をより効率よく発生させるための手段

として、レーザー光のターゲットへの吸収効率を高めるために、フォーム構造（スポンジ

構造）のターゲットを作成し、格段に高速電子の発生効率を向上させる実験を成功させた。

また、田中、羽原、三島（大阪大学）の発案で回折格子をターゲットに使う事で、レーザ

ー光の電磁場とターゲット表面の回折格子の波長に沿ったプラズマ波が共鳴的に結合させ

て、高速電子発生を制御する実験を提案し、レーザーシステム（100TW）の立ち上げ時期か

ら参画し、年度末に実験を成功させた。 

 

2012 年の大阪大学レーザー研のレーザーマシンタイムを使った実験では、田中、羽原、籔

内（大阪大学）、雷安楽、Fang、Yi(上海光学精密機械研究所）からの共同実験が実施され

た。内容は、レーザー核融合高速点火の基礎実験として、相対論レーザー自己集束作用を

用いて、爆祝されたコアプラズマに自己集束するレーザー光を照射・注入するものである。

この実験では、自己集束するレーザー光がプラズマに吸収される瞬間にエネルギー変換さ

れた高速電子が発生することが確認された。また、発生した高速電子は、通常の固体平板

ターゲットに超高強度レーザーを照射する場合と比較して大幅に角度依存性が狭く（60°

から 10°へ改善）なることが初めて観測された。 

 

坂和、高部（大阪大学）、富田（九州大学）らの研究で、レーザープラズマアブレ－ション

を軸上で衝突させ、そこに衝撃波の厚みが、プラズマ衝突距離よりはるかに小さい状態で、

発生する無衝突衝撃波を発生させる実験成果が得られつつある。この実験を ASHULAのもと、

北京物理研究所との共同研究として進めた。共同研究により実験設計を行い、平成 25年初

頭に、上海光学精密機械研究所において中国との共同実験を実施予定。 

 

S-1セミナーとして開催した 

（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 & Seminar (LIMIS) 

において、以下の論文発表を行った。 

 

坂上 仁志 発表 Formation Mechanism of Periodic Nano-grating Structure 

  on Metal Surface Induced by Short Pulse Laser 

   

畑 昌育 発表 Effects of Finite Temperature on Magnetic Structure 
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柳川 琢省 発表 Effects of laser absorption on implosion of cone-guided 

  targets 

   

籔内 俊毅 発表 Application of laser produced plasmas for studies of 

  plasma-matter interactions in fusion reactors 

   

森高 外征

雄 

発表 Jet formation of laser-produced high beta plasmas in a weak 

external magnetic field 

   

湯上 登 発表 THz wave frequency upconversion by rapid plasma creation 

   

坂和 洋一 発表 Laboratory astrophysics experiments using high-power laser 

systems 

   

兒玉 了祐 発表 Exploring of Novel High Energy Density States with XFEL and 

High Power Laser 

   

田中 和夫 発表 Review of Laser Self-focusing in Over-dense Plasmas for Fast 

Ignition in Laser Fusion 

   

天野 裕基 発表 Measurement of fast neutron via DDreactions by using imaging 

plate 

 

 

拠点大学である大阪大学及び立命館大學、宇都宮大学においては、博士、修士、学士研究

がこの ASHULAに関連して実施された。 

 

此処で掲げた成果は、何れも多くの世界初の研究成果を含むものが得られている。 

今後、必要な追試実験を平成 25年度も引き続いて実施し、日本物理学会、APPC12  The 12th 

Asia Pacific Physics Conference（日本、幕張メッセ、7月）、ASHULA高エネルギー密度・

圧力下の極限状態ワークショップ（韓国において 11月開催予定）などの国際会議での発表

及び Physical Review Lettersなどの著名ジャーナルに論文を掲載する準備が整った。 

 

 

７－３ 若手研究者育成 

中国、西安で開催された Laser Interaction with Matter International Symposium(LIMIS)

は、この事業セミナー（ｓ－１）（2012年 9月 9日～12日）との共催として位置づけられ、
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多くの第一線の研究発表、情報交換、共同研究の議論が行われ日本から参加した若手研究

者も、国際的な雰囲気の中でどのように共同研究をスタート・発展させるかと学ぶ事が出

来た。 

 

当初の目標の一つであった、若手大学院生、とシニア教授がペアを組んで、ASHULA事業の

共同研究に参画するシステムは、確実に機能開始している。大阪大学、立命館大學、核融

合科学研究所、名古屋大学、東京工業大学からの派遣では、多くの場合、こうしたペアチ

ームの派遣が実施され成果を挙げた。この実施により、若手研究者・大学院生は、国際共

同研究の立ち上げ、実験理論研究実施、展開、成果発表、論文執筆への道程全てを目の当

たりに経験することが出来ており、国際的な視野を持つ若手養成という点では、誇るべき

内容となった。 

 

具体例としては、羽原グループ R-1（大阪大学）から、2名の修士課程大学院生及び、1名

の博士課程大学院生が、それぞれ数ヶ月インド Tata Institute of Fundamental 

Research(TIFR)の共同実験に参加した。この準備段階として数回の打ち合わせをテレビ会

議システム、国際会議の場を使い実施した。滞在中は、大学院生が自らの実験内容を英語

で説明し、実験準備を TIFRのスタッフと共に、深夜まで行い、実験に漕ぎ着けるなど非常

に内容の濃い共同実験実施となった。また滞在中は、頻繁にテレビ会議システムを用いて

実験進捗状況の把握、内容の議論・検討を行うなどして共同研究を成功に導くことが出来

た。 

 

坂和グループ R-2(大阪大学)と中国、北京物理研究所及び上海光学精密機械研究所との共同

研究もおおむね上述の手法で進められており、ポストドクター、大学院生の教育・研究に

非常に役立った。 

 

拠点大学である大阪大学及び立命館大學、宇都宮大学においては、博士、修士、学士研究

がこの ASHULAに関連して実施された。 

 

 

７－４ その他（社会貢献や独自の目的等） 

研究交流協力体制欄でも述べたが、伊瀬教授（阪大教授）により、インド科学技術大学（ハ

イデラバード校）と大阪大学の間に、大学間交流協定の締結が行われた。これは、印度側

からの要請に応えたものであり、高エネルギー密度科学分野におけるだけではなく、大学

間の大学院生を含む交流、研究交流、教育交流を可能とするより広い分野での交流基盤が

構築されたことになる。ASHULA の研究基盤があって初めてこの交流協定にたどり着くこと

ができた意義は大きい。 
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７－５ 今後の課題・問題点 

中国と日本政府の間に、尖閣列島の問題が持ち上がったのが、昨年であった。この問題が

あることで、中国人研究者からは、中国を訪問する際、街中を日本人だけで歩くのは、避

けるよう注意があった。また街によって、日本人に対する感情が異なる場合があるので、

セミナー・ワークショップをもし中国で開催する場合注意が必要であることも知らされた。 

政治と科学は、独立のものであるという原則論は、中国を相手にしている場合通用しない

ので、今後とも注意深く周囲の状況を見ながら、ASHULA事業を進める必要がある。 

 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２４年度論文総数     12本 

 相手国参加研究者との共著   2本 

  （※ 「本事業名が明記されているもの」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。） 
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８．平成２４年度研究交流実績状況 

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（1-10） 

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

相手国側代表

者 

氏名・所属・職 

Predhiman K KAW(4-6), Institute of Fundamental Research(IPR), India, 

Director,Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanis Anle(2-10) LEI, 

University of Science and Technology of China Jian ZHENG(2-2) 

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 インド 中国 韓国 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  3/30 2/30  5/60 

実績 6/172 1/3 2/6 9/181 

インド 

<人／人日> 

実施計画 (2/14)    (2/14) 

実績 (2/14)   (2/14) 

中国 

<人／人日> 

実施計画      

実績     

合計 

<人／人日> 

実施計画 (2/14) 3/30 2/30  5/60(2/14) 

実績 (2/14) 6/172 1/3 2/6 9/181(2/14

) 

② 国内での交流     15人／20人日 

日本側参加者数  

    33名 （１２－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（中国）側参加者数 

    35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） 

（ｲﾝﾄﾞ）側参加者数 

    23名 （１２－４ 相手国（ｲﾝﾄﾞ）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 

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、その後事業で手当いただい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 Ravi Kumar, MK教授らと行った結果、12月から TIFRの高性能レーザー装置

を使った実験を実施した。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、製作指導して準備を進めた結果実験は、大き

な成果を生み出すに至った。 

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。テストショットの内容については、（1）このレーザーを集光し

て相対論領域の強度である 1019W/㎝ 2以上を得られるかどうか。（2）このレーザ

ー強度で相対論的エネルギーを持つ、1MeV以上の電子を観測できるかどうか等

を判断基準にする。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た。 

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、この事業セミナーとの共催となった。 

会議場看板には、学振の名前とともに、本事業名が明記されていた。 

此処までに得られた成果をこのグループから発表した。 
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２４年度の

研究交流活

動から得ら

れた成果 

インド TIFRとの共同研究は、日本側から、教員、大学院生数名が入れ替わり実

験に参加する形で実施され、超高強度レーザーから発生する高速電子がガラス

などの誘電体を通過する際に発生するチャレンコフ光の空間分解計測をするこ

とで、高速電子のエネルギスペクトルの低エネルギー側を世界初のデータとし

て取得した。また引き続いて超高強度レーザーのターゲットへの吸収を増加さ

せる手法としてフォームターゲットを日本側（阪大）が製作したものを持ち込

んで実験した。その結果、レーザー光の吸収率が大幅に増加し、それが高速電

子の発生効率にも反映される結果を得た。これらは、今後追試実験を経て

Physical Review Lettersなどの著名ジャーナルへ論文として掲載公表する予定

である。 

中国との共同研究は、最初に高性能レーザーの性能評価を行う。性能の判断基

準を満たしていることを双方が確認すれば、次段階の研究に入る。レーザープ

ラズマの実験では、高速電子生成、プロトン生成、無衝突衝撃波が候補となる。

実験は５月に実施された。中国との共同研究成果は、国内外の日本物理学会等

で発表し、最終的には Physical Review Letters等に論文掲載する予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

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（1-23） 

（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（2-39）、CH Naｍ, KAIST韓国, 教授（3-11） 

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  3/9  3/9 

実績 2/20  2/20 

中国 

<人／人日> 

実施計画 (3/10)   (3/10) 

実績 （3/10）  （3/10） 

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 (3/10) 3/9  3/9（3/10） 

実績 （3/10） 2/20  2/20（3/10） 

② 国内での交流       0人／0人日 

日本側参加者数  

     7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） 



 15 

２４年度の研究

交流活動 

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 23年度同様に

北京において 8月にワークショップ形式で検討議論する会合を持った。

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

なった。 

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

れた。 

 

２４年度の研究

交流活動から得

られた成果 

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

理という自らが考案した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た。結果は、高部教授（阪大）が、こ

のテーマにつて北京大学で公開討論会が開催され、その成果が披露され

る機会持てたことであった。また同時に参加した蔵満ＰＤ（阪大）は、

多くの中国人若手研究者と情報交換が出来、今後の自らの共同研究に活

かす人的チャンネルを得ることが出来た。 

得られた成果は、日本物理学会、LIMISなどで発表された。 

今後も引き続いて国際会議での発表が予定されており、最終的には、

Physical Review Lettersなどの著名専門ジャーナルへの論文掲載が行

われる。 
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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（1-18） 

（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（3-1） 

Zhenming SHENG/Shanghai Jiao Tong Univ./Professor（2-17） 

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 韓国 中国 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  3/15  5/25 8/40 

実績 0/0 0/0 0/0 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 (3/12)   (3/12) 

実績 (3/12)  (3/12) 

中国 

<人／人日> 

実施計画 (4/12)   (4/12) 

実績 (3/12)  (3/12) 

合計 

<人／人日> 

実施計画 (7/24) 3/15  5/25 8/40(7/24) 

実績 (6/24) 0/0 0/0 0/0(6/24) 

② 国内での交流       0人／0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） 

（中国）側参加者数 

     5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 

     5名 （１２－３ 相手国（韓国）側参加研究者リストを参照） 

（インド）側参加者数 

     1名 （１２－４ 相手国（インド）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 

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し

た。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った。 

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博士と展開した。これに関しては、兒玉教授（大阪大学）が、現在

韓国籍の博士課程留学生を指導しており、その研究の指導に活かすこと

が出来た。 

 

２４年度の研究

交流活動から得

られた成果 

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、アジア

ネットワーク事業 ASHULAを使う事で国際的な共同研究展開が得られた。 

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。韓国原子力研究所との共同研究がさら

に、進展し博士課程学生の博士号取得の研究にも密接であることから、

研究の進展に寄与した。 

こうした成果は、日本物理学会、日本応用物理学会、LIMIS で発表され

た。 
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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（1-2） 

（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（3-1） 

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  3/15  3/15 

実績 4/21  4/21 

中国 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

韓国 

<人／人日> 

実施計画 (2/7)   (2/7) 

実績 (2/7)  (2/7) 

合計 

<人／人日> 

実施計画 (2/7) 3/15  3/15(2/7) 

実績 (2/7) 4/21  4/21（2/7） 

② 国内での交流       0人／0人日 

日本側参加者数  

     7名 （１２－１ 日本側参加研究者リストを参照） 

（韓国）側参加者数 

     3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 

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・指導に出かけた。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

た。 

具体的には、（1）高繰り返し YAGレーザーの多ビーム結合方式について、

（2）微細加工ホログラム設計について、（3）大出力ガラスレーザーの

整備状況について議論した。 

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した。 

 

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ものであった。 

 

２４年度の研究

交流活動から得

られた成果 

こうした成果及び、日本側（阪大）の研究成果を APLS２０１２国際会議

にて発表を行った。 

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、指導が可能となった。共同実験の準備がこ

のネットワークのサポートで実施でき、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た。 

 

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った。 
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８－２ 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）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 9 日 ～ 平成 24 年 9 月 12 日（4 日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）中国、西安、西安交通大学 

（英文）China, Xi’an, Xi’an Jiaotong University Academic 

Exchange Center, 

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（1-1） 

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

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) 

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

Interaction, Director（2-52） 

 

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. 10/52 

B.  

C.  

 

中国 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 10/40 

 

 

<人／人日> 

A.  

B.  

C.  

 

合計 

<人／人日> 

A. 10/52 

B.  

C. 10/40 

 

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（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計
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しないでください。） 

 

 

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。 
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セミナーの成果 この国際会議は、学振アジアコア研究教育事業 ASHULA との共催と

いう形式を取ることが日本側、中国側双方で合意されたため、会場

には、この共催名が明記され、プログラムなどにも明記されること

で、ASHULA および、学振のこうしたサポート事業の知名度が格段

に向上した。また、ASHULA に関連する共同研究を含む日本側の最

新研究成果が 10件発表され、プロシーディングに 10本の論文が掲

載された。ちなみに、ASHULA に関連する中国側の論文数は、8件で

あった（論文リスト参照）。 

セミナーの運営組織 共同議長：田中和夫（1-1）、 Peof. Xi-sheng YE, State Key （2-52） 

Laboratory of Laser Interaction, Director  

ビザ、ホテルやアクセス案内担当：籔内俊毅（1-41） 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 外国旅費           金額 207 万円 

      外国旅費・謝金等に係る消費税 金額 13 万円 

                  合計 220 万円 

（中国）側 内容 中国から参加研究者旅費  金額 1000 万円 

（中国側参加者 約 200 名） 
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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> 

ｲﾝﾄﾞ 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  3/18 1/6 1/6 5/30 

実績 8/48 1/2 2/11 11/61 

中国 

<人／人日> 

実施計画      

実績     

韓国 

<人／人日> 

実施計画      

実績     

ｲﾝﾄﾞ 

<人／人日> 

実施計画      

実績     

合計 

<人／人日> 

実施計画  3/18 1/6 1/6 5/30 

実績  8/48 1/2 2/11 11/61 

 ②  国内での交流       22人／66人日 

 

  



 24 

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機関） 

派遣期間 用務・目的等 

宇宙航空研究開発

機構・招聘職員・松

岡健之 

日本・兵庫県佐用郡

佐用町・理化学研究

所 

H24.6.9-10 実験施設での議論 

東京工業大学・修士

課程学生・佐藤浩行 

中国・南京・東南大

学 

 

H24.8.26-9.16 

 

顧忠澤教授と研究

と研究打合せ 

 

核 融 合 科 学 研 究

所・教授・坂上仁志 
中 国 ・ 上 海 ・

Shanghai Jiaotong 

University 

 

H24.9.6-8 Zhenming Sheng 教

授と研究打合せ 

名古屋大学・博士課

程学生・畑昌育 

 

中 国 ・ 上 海 ・

Shanghai Jiaotong 

University 

 

H24.9.6-8 Zhenming Sheng 教

授と研究打合せ 

名古屋大学・博士課

程学生・柳川琢省 

 

中 国 ・ 上 海 ・

Shanghai Jiaotong 

University 

 

H24.9.6-8 Zhenming Sheng 教

授と研究打合せ 

立命館大学・教授・

田中覚 

中 国 ・ 北 京 ・

Tsinghua 

University 

H24.10.26-29 

 

Wenhui Fan 教授

と研究打合せ 

立命館大学・教授・

田中覚 

韓国・ソウル・Ewha 

Womans University 

H24.10.30-31 Myoung-Hee Kin 教

授と研究打合せ 

加速器研究機構・講

師・板倉数記 

日本・京都・関西光

科学研究所 

H24.11.11-13 ｽｸｰﾙに参加・議論 

応 用 な が れ 研 究

所・代表・糟谷紘一 

日本・京都・関西光

科学研究所 

H24.11.13-16 ｽｸｰﾙ・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑに

参加・議論 

京都大学・研究員・

清水雅弘 

日本・京都・関西光

科学研究所 

H24.11.12-12,11.15-15 ｽｸｰﾙに参加・議論 

京都大学・博士課程

学生・井上峻介 

日本・京都・関西光

科学研究所 

H24.11.14-14 ｽｸｰﾙに参加・議論 

京都大学・博士課程

学生・宮坂泰弘 

日本・京都・関西光

科学研究所 

H24.11.12-12,11.15-15 ｽｸｰﾙに参加・議論 

京都大学・修士課程

学生・池田大記 

日本・京都・関西光

科学研究所 

H24.11.12-15 ｽｸｰﾙに参加・議論 

京都大学・修士課程 日本・京都・関西光 H24.11.13-13,11.15-15 ｽｸｰﾙに参加・議論 
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学生・川本真央 科学研究所 

京都大学・修士課程

学生・前田一弥 

日本・京都・関西光

科学研究所 

H24.11.12-15 ｽｸｰﾙに参加・議論 

京都大学・修士課程

学生・森 一晃 

日本・京都・関西光

科学研究所 

H24.11.12-15 ｽｸｰﾙに参加・議論 

大阪大学・修士課程

学生・天野裕基 

日本・京都・関西光

科学研究所 

H24.11.12-15 ｽｸｰﾙに参加・議論 

大阪大学・修士課程

学生・永見亮介 

日本・京都・関西光

科学研究所 

H24.11.12-14 ｽｸｰﾙに参加・議論 

大阪大学・学部学

生・白石亮平 

日本・京都・関西光

科学研究所 

H24.11.12-15 ｽｸｰﾙに参加・議論 

大阪大学・学部学

生・仁井大心 

日本・京都・関西光

科学研究所 

H24.11.12-15 ｽｸｰﾙに参加・議論 

大阪大学・博士課程

学生・水田好雄 

日本・京都・関西光

科学研究所 

H24.11.12-13,11.15-16 ｽｸｰﾙ・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑに

参加・議論 

大阪大学・修士課程

学生・中原弘貴 

日本・京都・関西光

科学研究所 

H24.11.12-12,11.14-14、

15-16 

ｽｸｰﾙ・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑに

参加・議論 

大阪大学・修士課程

学生・幸原朋広 

日本・京都・関西光

科学研究所 

H24.11.12-14 ｽｸｰﾙに参加・議論 

大阪大学・学部学

生・岩佐健太 

日本・京都・関西光

科学研究所 

H24.11.12-14 ｽｸｰﾙに参加・議論 

岡山光量子科学研

究所・研究員・張森 

日本・京都・関西光

科学研究所 

H24.11.12-15 ｽｸｰﾙに参加・議論 

大阪大学・研究員・

中新信彦 

日本・京都・関西光

科学研究所 

H24.11.15-16 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑに参加・

議論 

同志社大学・修士課

程大学院生・泉野亨

輔 

日本・京都・関西光

科学研究所 

H24.11.14-14,11/16-16 ｽｸｰﾙ・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑに

参加・議論 

同志社大学・学部学

生・叶井絵梨 

日本・京都・関西光

科学研究所 

H24.11.16-16 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑに参加・

議論 

立命館大学・教授・

陳延偉 

中国・ Hongzhou・

Zhenjiang 

University 

H25.1.2-5 Zhenyu Liu 教授

と研究打合せ 

宇都宮大学・修士課

程学生・泉山豪 

中国・上海・Fudan 

University 

H25.1.4-9 

 

P.X.Wang 教授と

研究打合せ 

東京工業大学・准教

授・長井圭治 

中国・南京・東南大

学 

H25.1.20-22 顧忠澤教授と研究

と研究打合せ 
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大阪大学・教授・伊

瀬敏史 

インド・アンドラ・

プラディシュ州・イ

ンド工科大学ハイ

デラバード校 

H25.3.17-19 Siva Kumar K 助

教と研究打合せ 

摂南大学・教授・田

口俊弘 

インド・Ahmedaba・

Institute  for 

Plasma Research 

 

H25.3.17-24 Amita Das 教授と

研究打合せ 
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９．平成２４年度研究交流実績総人数・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 

 21/124(4/

24) 

7/36 4/36 32/196(4/24) 

実績 25/144

（0/0） 

3/8 8/183 36/335（0/0） 

中国 

<人／人日> 

実施計

画 

(7/22)    (7/22) 

実績 （6/22）   （6/22） 

韓国 

<人／人日> 

実施計

画 

(5/19) (1/6)   (6/25) 

実績 （5/19） （0/0）  （5/19） 

インド 

<人／人日> 

実施計

画 

(2/14) (5/30)   (7/44) 

実績 （2/14） （0/0）  （2/14） 

合計 

<人／人日> 

実施計

画 

(14/55) 21/124(10

/60) 

7/36 4/36 32/196(24/115) 

実績 （13/55） 25/144

（0/0） 

3/8 8/183 36/335（13/55） 

 

※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（ ）

をのぞいた人数・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 

  14 ／46  <人／人日>    37／ 86 <人／人日> 
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１０．平成２４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 926,670  

外国旅費 6,302,164  

謝金 22,500  

備品・消耗品購入費 1,193,182  

その他経費 457,739  

外国旅費・謝金等に
係る消費税 

331,745  

計 9,234,000  

委託手数料 923,400 
消費税は内額
とする。 

合  計 10,157,400  

 

１１．四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 1,185,238 15/42 

第２四半期 1,410,152 16/103 

第３四半期 3,185,069 27/162 

第４四半期 3,453,541 15/114 

計 9,234,000 73/421 
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１２．平成２４年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 平成２４年度使用額 

現地通貨額[現地通貨単位] 日本円換算額 

インド    570万[ルピー   ]    1000万円相当 

中国    105万[元   ]     1500万円相当 

韓国    3300万［ウォン ］       300万円相当 

 

 

 

※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。 


