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アジア研究教育拠点事業 
平成２５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.eei.eng.osaka-u.ac.jp/ashula/index-j.html                                         

 

３．採用期間 

 平成  23 年  4 月  1 日～平成  28 年  3 月  31 日 

（    3 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） 
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      （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 

（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 

（英文）Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 

（和文）韓国科学技術院大學 

 経費負担区分：パターン 1 

 

（３）国名：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） 
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（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 

 

 

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
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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 

H23 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 H24 年度にはまず、実質的な共同研究がこの事業を

介して実施した。H23.1 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合に

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 1TW 及び 100 

TW という強度をもつ二種類の異なるレーザー装置を使った実験を実施する結果に結実し

た。又、中国の上海光学精密機械研究所とは、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。年度末には、上海光学精密機械研究所に赴き、現地にて共

同実験計画の具体化を議論した。ただし、上海光学精密機械研究所の PW レーザー装置は、

現段階では、レーザー性能の基本特性詳細が不明であるため、我が国からの共同実験を実

施する事は来年度以降に持ち越しとなった。こうした共同研究の打合には H23 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た。 

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、共同研究などを立ち上げる事が出来た。特筆に値するのは、大阪大

学と Indian Institute of Technology Hyderabad との間に大学間交流協定の正式な調印に漕

ぎ着ける成果を得ることが出来た。 又、9 月にはインド、韓国、中国の拠点機関代表と

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事が合意された。 

H24 年度は、此の事業第二年度にあたり、実質的な共同研究（実験・理論）が大阪大学

を拠点中止として動き出した。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、発生する相対論的高速電子を増加させる実験を大阪大学

側の発案で実施・主導し、予測通りの成果を得ることが出来た。 

 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た。 

 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た。これらの研究内容は何れ

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。 
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７．平成２５年度研究交流目標 

※本事業の目的である「研究協力体制の構築」「学術的観点」「若手研究者育成」に対す

る今年度の目標を設定してください。また、社会への貢献や、その他課題独自の今年

度の目的があれば設定してください。 

 

「研究協力体制の構築」3年目の事業展開として、此処までの 2年で確立された研究協力

体制は、インド Tata 研究所、中国物理研究所､上海光学精密機械研究所、韓国 KAERI

及び、KAISTとの共同研究がほぼ定常状態に入っており、実験・理論両面において多く

の成果が期待出来る。既にそうした成果は、この事業の中でのセミナー、ワークショ

ップ、シンポジウム、関連する国内外の国際会議などで報告が予定されている。また

複数の論文をこの事業から Phys. Rev. Letter、Phys. Plasamas などの著名専門誌に

投稿することを目標とする。また、アジア初の高エネルギー密度科学に関するワーク

ショップ（事業では、セミナーというカテゴリー）をこの事業の下に開始することが、

4国の拠点代表間で合意されており、今年度は、その最初の国際セミナーの開催を目指

すことになる。韓国代表である、Dr Yong Joo RHEE 博士が第一回の主催を申し出てい

る段階である。 

 

「学術的観点」インドとの共同研究では、超高強度レーザーをフォーム（編み目）構造

のターゲットに照射することで、格段に（10 倍程度）レーザー光のフォームへの吸収

効率が上がり、それに伴って発生する高速電子の効率が数倍以上改善される実験成果

が得られつつある。中国との共同研究では、宇宙で発生する無衝突衝撃波のメカニズ

ムの理解のために、レーザープラズマを使った実験・理論両面の共同研究が成果を挙

げつつあり、年度初頭には、日本側から上海光学精密機械研究所の神光 2 号を使った

非常に大規模な実験が計画されている。韓国との共同研究では、レーザーガラスの新

しい種類としてのセラミックガラスの開発が共同で行われており、一層のレーザー発

振効率の向上が期待されている。さらに研究者交流では、様々な機関所属の研究者ら

が個々に、レーザープラズマ不安定性の特性、状態方程式、高速電子エネルギー散逸

機構、プラズマ特性の可視化、大量のプラズマデータ処理技法などで、一層の進展が

見込まれる。 

 

「若手研究者育成」若手育成では、初年度から助教、ポストドク、大学院生（修士、博

士課程）がインド、中国、韓国との共同研究に、シニアの教授とペアを組んで積極的

に参加しており、当初本事業の若手育成手法で述べたとおり、このペアチームにより

非常に効率よく国際共同研究を確立する手法を学べている。今後、個々で育つ若手研

究者、技術者は、こうした高エネルギー密度科学という最先端の科学分野に限らず、
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多くの分野に参画した場合でも、堂々と自らの主張を述べながら、共同研究を推進す

る能力を備えていくことが十分に期待できる。 

８．平成２５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（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 

LEI(2-10), University of Science and Technology of China Jian 

ZHENG(2-2) 

  

参加者数 

  

日本側参加者数           22名 

（中国）側参加者数          34名 

（韓国）側参加者数          12名 

(ｲﾝﾄﾞ) 側参加者数                   22名 

２５年度の研究

交流活動計画 

【ASHULA 25年度研究交流活動計画】 
 
（1） 昨年度末にインド Tata研究所での立ち上げに参加した新しい

レーザーシステム（レーザー出力 100TW、パルス幅 30fs）の立ち
上げ調整に参加しシステムを実験可能な状態に調整完了する。 

（2） このレーザーシステムを用いて共同研究を行う。昨年度の共同
実験でナノ構造ターゲット（銅フォームターゲット及びグレーテ
ィングターゲット）を用いた実験で顕著な成果が得られた。本年
度も引き続き３名（予定）が、TIFRを訪問し、パラメータを変え
つつデータセットを取得する。 

（3） 磁場ワイベル不安定性など、新規共同研究実験も開始する。 

２５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 

（1） 成果は、日本で行われる国際会議（The 12th Asia Pacific Physics 

Conference: APPC-12を予定）にインド側研究者を招聘し、招待

講演などで、報告して頂く。 

（2） 今後の実験、及び共同研究について議論を行う。 

（3） まとめた結果を Physical Review Letters, Physics of Plasmas

などプラズマ物理関連の著名専門誌に論文として掲載を行う。 

（4） 日本側若手研究所の国際共同研究を通じた育成。 
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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（1-23） 

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

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文） 

Yutong Li, IOP 中国, 教授（2-39） 

  

参加者数 

  

日本側参加者数          7名 

（中国）側参加者数          11名 

（韓国）側参加者数          1名 

２５年度の研究

交流活動計画 

【ASHULA 25 年度研究交流活動計画】 

（1）25年４月の中旬に行われる、中国 上海光学精密機械研究所の神光

IIレーザーを用いた中国との共同実験（受け入れ： Yutong Li教授,IOP）

に参加し、無衝突衝撃衝撃波生成、プラズマジェットのコリメーション、

磁気リコネクション等のテーマを研究する。この実験に日本側から修士

学生２人を含む計５人が参加する予定である 

（2）25年度の大阪大学レーザー研、激光 XII号レーザーを用いた共同実

験の計画立案（責任者：坂和洋一、阪大）に関する 

 

２５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 

（1） 本研究交流によって無衝突衝撃波、プラズマジェット、磁気リ

コネクションに関する理解を深め、その成果を海外の研究雑誌に

投稿する予定である。 

（2） 若手教員や学生が国際共同研究やワークショップに参加する

事により、今後の研究活動のさらなる進展が期待される。 
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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（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） 

  

参加者数 

  

日本側参加者数          15名 

（中国）側参加者数          5名 

（韓国）側参加者数          4名 

２５年度の研究

交流活動計画 

【ASHULA 25 年度研究交流活動計画】 

（1） 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の検討を続ける。韓国側は、5月

に再度 KAERIにおいて直接の打ち合わせ検討会を開催を希望して

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。 

（2） 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。現在、大阪大学博士

後期課程に在籍する韓国人留学生の参加を含む日本人大学院生

の若手育成を予定する。 

（3） 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。 
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２５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 

（1） テラヘルツ波発生に関しては、レーザープラズマを用いた発生源

の効率、発生波長などを含む光源特性を明らかにすることができ

ると予想されている。こうした成果は、共同研究を通じて始めて

可能となるものであり、ASHULAの基礎物理レヴェルの研究成果が

確立することを意味する。今後は、この光源を使った応用研究の

展開へと議論の中心が写る可能性も高い。 

（2） 日本側若手研究所の国際共同研究を通じた育成。 
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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（1-2） 

（英文）Noriaki MIYANAGA, Osaka Univ., Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

（英文） 

Dr Yongjoo RHEE/KAERI/Principal Investigator（3-1） 

  

参加者数 

  

日本側参加者数          7名 

（韓国）側参加者数          3名 

２５年度の研究

交流活動計画 

【ASHULA 25 年度研究交流活動計画】 
１）kJガラスレーザーの開発（阪大・韓国原研） 

 韓国原研の Lim 研究員と連携し、kJ ガラスレーザーKAERI Laser 
Facility の高性能化を引き続き進めるとともに、超短パルス化のため
の Yb 添加ファイバーモード同期発振器ならびに広帯域光パラメトリ
ック増幅に関する共同研究を行う。 

２）kHz高平均出力セラミックレーザーの開発（阪大・KAIST） 
 韓国 KAIST の Kong 教授が進めるプロジェクト「4kW Coherent beam 
combination for laser material processing using a hologram」と
連携して、産業用高繰り返しセラミックレーザーの共同研究を行う。 

３）上海光机所との研究交流（阪大・上海光机所） 
上海光机所の Liu 教授と、ペタワットレーザーのパルスコントラスト
改善に関する共同研究を行う。また、Ya Cheng准教授とは、レーザー
加工に関する共同研究について議論する。 

 

 

 

２５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 

（1）KAERI Laser Facility へのファイバーレーザーの導入及びその

成果の論文共同執筆。 

（2）KAISTのレーザーシステム設計への寄与と誘導ブリュアン散乱位

相共役・コヒーレントビーム結合技術の進展。 

（3）神光レーザー以外の研究者との交流の促進。 

（4）日本側若手研究所の国際共同研究を通じた育成。 
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８－２ 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）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業「高エネルギー・

圧力極限状態に関するセミナー・ワークショップ」 

（英文）JSPS Asian CORE Program “Seminar & Workshop on 

High Energy Dnesity & Pressure                      “ 

開催期間 平成 26 年 1 月 6 日 ～ 平成 26 年 1 月 9 日（4 日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）韓国（開催地、会場は、調整中） 

（ 英 文 ） Korea (Place and meeting site are being under 

consideration) 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）田中和夫、阪大、教授 

（英文）Kazuo A. Tanaka, Osaka University, 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) 

（英文）Dr Yong Joo RHEE, KAERI, Principal Investigator 

 

参加者数 

A. 15/ 60

B.

A. 10/ 40

B.

A. 10/ 40

B.

A. 10/ 40

B.

A. 45/ 180

B. 0

日本
<人／人日>

中国
<人／人日>

韓国
<人／人日>

合計
<人／人日>

セミナー開催国
（韓国）

インド
<人／人日>

派遣先

派遣

 

 

 

A. 本事業参加者（参加研究者リストの研究者等） 

B. 一般参加者（参加研究者リスト以外の研究者等） 
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セミナー開催の目的 ASHULA（ Asian core program for high energy density science 

using intense laser photons)に於ける重要な事業項目の一つであ

るセミナーを参加する研究者が共有する分野である高エネルギー

密度・圧力科学の分野において最新の共同研究を含む成果を互い

に発表し、情報交換を行う。同時に、進めている共同研究の進捗

状況の確認、データ処理、理論シミュレーション、計画の具体的

展開方法について議論する場としても活用する。積極的に若手の

発表する機会を設けて、国際会議を用いた若手育成を行う。 

期待される成果 今回企画される、国際セミナーは、アジアで開催される高エネル

ギー密度・圧力に関する分野では最初のものとなる。企画段階で

テレビ会議などを通じて 4 カ国拠点代表者らと議論した際には、

このセミナー開催への大きな期待を感じることが出来た。既にこ

の事業を通じてインド、中国、韓国は、国際科学分野へ進出する

足がかりを得ることに成功しており、この 4 カ国のこの分野にお

ける存在感は、より一層大きなものとなることが期待される。 

また、この事業のお陰で育つ若手研究者は、こうしたセミナーの

開催運営手法も学ぶ事ができており、研究だけではなく総合力を

備えた若手研究者育成に多大の貢献が可能となる。 

セミナーの運営組織 Co-Chairs 

Dr Yong Joo RHEE (main chair, KAERI, Korea) 

Prof PK Kaw (IPR India) 

Prof J Zhang (Shanghai Jiao Tong University, China) 

Prof KA Tanaka (Osaka University, Japan) 

 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容  備品・消耗品購入費 20 万円、その他経費 42 万円、外

国旅費・謝金等に係る消費税 6 万円、 

日本側参加者旅費    186 万円 

（韓国）側 内容  会場、セミナー運営、運営スタッフ、プログラム、ウ

ェブ、韓国側参加者旅費 

（中国）側 内容  会場、プログラム、ウェブ、中国側参加者旅費 

 （インド）側 内容  会場、プログラム、ウェブ、インド側参加者旅費 
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８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

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 

4-23 （ 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 

 3-9(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 2-34（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 2-38（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） 

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 

電気通信大学・教

授・米田仁紀 

Prof.P.K. Kaw 

4-1（ｲﾝﾄﾞ・Gujarat・

IPR） 

5月 高エネルギー密度科

学に関する 

共同研究 
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９．平成２５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 

日本
<人／人日>

20/ 124 ( 4/ 24 ) 16/ 64 ( ) 4/ 36 ( ) 40/ 224 ( 4/ 24 )

中国
<人／人日>

( 7/ 22 ) ( 10/ 40 ) ( ) 0/ 0 ( 17/ 62 )

韓国
<人／人日>

( 5/ 19 ) ( 1/ 6 ) 0/ 0 ( 6/ 25 )

インド
<人／人日>

( 2/ 14 ) ( 5/ 30 ) ( 10/ 40 ) 0/ 0 ( 17/ 84 )

合計
<人／人日>

0/ 0 ( 14/ 55 ) 20/ 124 ( 10/ 60 ) 16/ 64/ ( 20/ 80 ) 4/ 36 ( 0/ ) 40/ 224 ( 44/ 195 )

韓国
<人／人日>

日本
<人／人日>

中国
<人／人日>

合計
<人／人日>

インド
<人／人日>

派遣先

派遣

 

※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 

14／46  <人／人日> 
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１０．平成２５年度経費使用見込み額 

（単位 円） 

経費内訳 金額 備考

国内旅費 1,000,000

外国旅費 7,626,000

謝金 0

備品・消耗品
購入費

1,200,000

その他の経費 419,000

外国旅費・謝
金等に係る消
費税

315,000

計 10,560,000
研究交流経費配分額以内であ
ること。

1,056,000

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。

11,616,000

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。

研究交流経費

合　　計

業務委託手数料

 

 

 

 


