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アジア研究教育拠点事業 
平成２６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 
（    4 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、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 
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 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） 
(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 
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（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 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】これまでの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。（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、既に高い世界的評価を得ている、拠点での高エ

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・発展できる。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」をベースにして日本及びアジア

から参加する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）

制度を使って研究を実施する。 
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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、実質的な共同研究を実施するこ

とが出来た。インド TIFRには、数回の研究者・大学院生派遣を行うことが出来た。この派

遣により、この分野で世界初の成果が複数得られた。一例は、固体試料のレーザー照射面

にフォーム構造を配置することで、レーザー吸収効率が飛躍的に増大し、その結果レーザ

ーから高速電子へのエネルギー変換効率が増大した。さらに、変換効率に関するフォーム

径の最適環境を実験、粒子シミュレーションの両方で説明することに成功した。こうした

共同研究の打合せでは H23 年度に購入させていただいたテレビ会議システム（阪大）を効

果的に利用し、詳細を議論することができた。また、インド側も会議出席の機会などを利

用してたびたび日本を訪問しており、密接な実験計画策定と研究成果の議論へとつながっ

ている。 

H25 年度は、この事業第三年度にあたり、実質的な共同研究（実験・理論）が大阪大学を

中心拠点として展開された。具体的には阪大・TIFR の共同実験では、先にも述べた超高強

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

について、継続して大阪大学側の発案で実施・主導し、予測を大きく上回る成果を得るこ

とが出来た。 

H25 年 9月にインド、韓国、中国の拠点機関代表と共同で、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。これに基づいて、H26年 1月に韓国釜山において第

一回のアジア高エネルギー密度科学ワークショップ（本事業のセミナー）を開催した。高

エネルギー密度科学に関するワークショップはこれまで欧米の研究所・大学主催のものし

か存在しなかったが、本セミナー・ワークショップは、初めてアジアの主要研究機関が主

催したものであり、非常に意義深い。これは、本事業の大きな成果としてあげられるべき

ものである。 

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、共同研究などが継続して展開されている。 

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

ネルギー輸送について、これまで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の開発およびそれを用いた研究を

進めた。一連の研究には、摂南大学の研究者や核融合研の教授の指導を受けている名古屋

大学大学院生も加わって共同研究が進められており、阪大、名古屋大の大学院生の博士号

取得という成果に結びついた。 

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連して、特

に無衝突衝撃波に取り組んでおり、実験は一部阪大レーザー研のレーザーシステムを使っ

て実施され、研究データの解析が継続されている。 



 
 

5 
 

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を

基盤として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、得られる研究成果は

世界の同分野に大きなインパクトを与えることができる。 
 
７．平成２６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＞ 

此処までの 3 年で、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 を代表とする参加研究機関との研究協力体制は確立され、共同研究が

スムーズに進展する状態に入った。日本と各国の研究参加拠点との間では、日常的にテレ

ビ会議システム等で打ち合せが行われており、実験・理論両面において多くの成果が期待

出来る。そうした成果は、これまでに本事業が主催、共催したセミナー、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為されている。例えば、H25年 9月

に奈良で開催された IFSA (Inertial Fusion Sciences and Applications)でも、共同研究

の成果が数多く発表された。共同研究としての実験は、日本、中国、韓国、インドすべて

の国において、我が国の研究者が相手側研究者と共同実験をおこなう計画で進められてい

る。今後この事業から複数の論文を Nature、Phys. Rev. Letter、Phys. Plasmasなどの著

名専門誌に投稿することを目標とする。 

本事業のもとで、H26年 1月に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）を韓国で開催することが出来たが、次回は H26

年度のセミナーとしてインドでの開催を予定している。これについては Institute of 

Plasma Researchの Amita Das 教授が主催を申し出ている。 

 
＜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（スポンジ状）構造のターゲッ

トに照射することで、レーザー光の固体試料への吸収効率が格段に（10 倍程度）上がり、

この相互作用現象に伴う高速電子の生成効率が数倍以上に上昇する実験成果が得られてい

る。これは、日本側が実験設計を行い、インドにおいて実験を実施し、研究データを説明

するシミュレーションも日本側が行ったもので、我が国の研究者が主導する共同研究であ

る。また、これに参加した研究者は、准教授と大学院生であり、若手育成の観点からも大

きな成果と言える。こうした実績を踏まえて、日本・インド双方から共同研究継続が希望

されている。今年度は、こうした長高強度レーザーと特殊形状試料の相互作用を調べる実

験をインドにおいて継続的に実施する。具体的には H25 年度に基礎実験に成功した固体表

面プラズモン波励起によるレーザー光吸収効率の増大実験を H26年度には更に推進させる。 
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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を目指した、

レーザープラズマを取り扱った実験・理論両面の共同研究が成果を挙げつつある。また、

日本と中国の共同研究として、材料開発に関する研究交流が活発に行われつつある。H25年

度には、中国のレーザー研究所などから研究者が来日し、実質的なワークショップを行っ

た。H26 年度は、日本から中国を訪問し、ワークショップを行う予定である。これにより、

材料に関する双方のデータベース構築に寄与すると考えられる。前述の、日本・インド間

の共同実験で用いたフォーム構造ターゲットは、ここで述べた材料研究にも関連するトピ

ックである。 

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に取り組んでおり、今後一層の進展が見込まれる。 

 

＜若手研究者育成＞ 

インド、中国、韓国との共同研究には、助教、ポストドク、大学院生（修士、博士課程）

がシニアの教授とペアを組んで初年度から積極的に参加している。当初計画の中で、本事

業の若手育成手法について述べたとおり、ペアチームでの活動を通じ、若手研究者は国際

共同研究を確立する手法を非常に効率よく学べている。その好例は、先にも述べたインド

（TIFR）と日本（阪大）との共同研究で、若手によるインド実験が成功したものである。

今年度はこうした若手が前面に出て進める共同研究が、それぞれインド、韓国、中国で企

画されている。今後この事業で育つ若手研究者や技術者は、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、多くの分野でも、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。例えば、日本側の博士課

程大学院生はこの事業のもと、インドで実験を行い、表面プラズモンのデータ取得を世界

で初めて成功させた。その学生は、博士取得（H26年）後は、企業への就職を希望している

が、こうした国際的な研究人材が産業界に供給されることは日本にとって非常に重要なこ

とである。 

 
＜その他（社会貢献や独自の目的等）＞ 
先にも述べたが、本事業のセミナー開催に H25 度より独自の意味を持たせ、「第一回ア

ジア高エネルギー密度科学ワークショップ」としてスタートさせた。これは、欧米の研究

期間により主催される同分野のワークショップとは異なり、世界レベルの研究を展開する

アジアの研究機関が交代で主催する初のセミナーワークショップであり、その存在意義は

非常に高い。このセミナーワークショップは、本事業終了後も継続されるべき性格のもの

であり、関係者一同それを望んでいる。高エネルギー密度科学分野でのアジア、ひいては

我が国の研究レベル向上と世界における存在感の向上を目指す。 
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８．平成２６年度研究交流計画状況 

８－１ 共同研究 

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 

（ 英 文 ） 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         12 名 

（ インド ）側参加者数         22 名 

（ 中国 ）側参加者数         14 名 

２６年度の研究

交流活動計画 

（1） 昨年同様、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）の高強度

化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）を用いた実験

で顕著な成果が得られ、その成果を学術論文として執筆中である

ため、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） イオン加速実験など、新規共同研究実験も開始する。 

（4） IPRを訪問し、プラズマ中での高エネルギー粒子の振る舞いに関

する新しい理論計算に関して共同研究を始める。 

（5） 11月に中国・南京で行われる International symposium on Laser 

Interactions with Matter（LIMIS2014, Lei教授が Committee

メンバーを務める）に参加する。 

２６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（Plasma conference 2014）

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） ４月に横浜で行われる国際会議（HEDS2014）や上記 LIMIS2014

の場や、テレビ会議などを通じて今後の実験、及び共同研究に

ついて議論を行う。 

（3） ここまでの共同研究で、①ナノ構造ターゲットとレーザーの相

互作用では、相互作用を最大にするナノ構造の最適化を実施・

理論両面から確定することができた。こうした成果を Physical 
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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） 日本側若手研究者の国際共同研究を通じた育成を行う。 



 
 

9 
 

 
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         8 名 

（ 中国 ）側参加者数         11 名 

（    ）側参加者数           名 

２６年度の研究

交流活動計画 

（1）26 年４月 16-17日に大阪大学にて行われる「レーザー研シンポジウ

ム 2014」に蔵満康浩 准教授（台湾国立中央大学）を招聘し、25年度に

行われた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

成果について議論するとともに、26年度激光 XII号共同実験計画の立案

を行う。 

（2）26 年 8-9月に予定している激光 XII号を用いた共同実験に、実験提

案者の一人である蔵満康浩 准教授（台湾国立中央大学）を招聘し、約３

週間にわたって無衝突衝撃波生成、磁気リコネクション等の実験をおこな

う。 

（3）26年 11 月-27年 1月に行われる予定の、台湾 国立中央大学の短パ

ルスレーザーを用いた共同実験（受け入れ：蔵満康浩 准教授、台湾国立

中央大学）に参加し、無衝突衝撃波生成、粒子加速、磁場生成等のテーマ

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。 

２６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。具体的には宇宙線が高エネルギー成分をも

つメカニズムに関する共同実験を行う。レーザーによる wave 

fieldを作り、電子の加速を行いガンマ線を発生させメカニズム

の解明に迫る。韓国側からの参加については現在調整中であり、

わかり次第共同研究に加える。 

（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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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 

（英文）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        22  名 

（ 韓国 ）側参加者数        4  名 

２６年度の研究

交流活動計画 

（1） 10月ごろ行われる中国綿陽で開かれるプラズマデバイス用ター

ゲット作成に関するワークショップ 

（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。 

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。 

２６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移る可能性も高い。この成果は、大阪大学

の韓国籍博士課程学生の研究テーマともなっており、彼の研究成

果に基づき韓国 GIST研究所への就職が決まる可能性がある。 

（2） 日本側若手研究者の国際共同研究を通じた育成を行う。 
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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 

（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         9 名 

（ 中国 ）側参加者数         5 名 

２６年度の研究

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 の高性能化と広帯域増幅に関する共同研究を引き続き進める。 

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教授と超短パルスレーザーについて、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。 

４）Laser Display Conference (LDC 2014)への参加 

 開催地：National Chung Hsing University, Taichung, Taiwan 

 開催期間：2014年 6月 19-20日 

 

２６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広帯域

増巾に関して共同研究を進める。 

（2）KAISTとの共同研究で、産業用高繰返しセラミックレーザーの研究

を行う。 

（3）神光レーザーの超短パルス化とレーザー加工の応用研究に関する交

流の促進。 

（4）日本側若手研究者の国際共同研究を通じた育成を行う。 
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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「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 Density & Pressure” 

開催期間 平成 26 年 10月（4日間）（日付は調整中） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）インド、アーメダバッド（会場は調整中） 

（英文）Ahmedabad, India 

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）Amita Das, Institute for Plasma Research, Professor 

 
参加者数 

 
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） 
※日数は、出張期間（渡航日、帰国日を含めた期間）としてください。これによりがたい

場合は、備考欄を設け、注意書きを付してください。 
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セミナー開催の目的 本事業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

野において行い、最新の共同研究を含む成果を互いに発表し、情

報交換する。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。積極的に若手が発表する機会を設け、国際会議を利

用した若手育成を行う。 

期待される成果 今回企画される国際セミナーは、H25年度に本プログラムを通して

韓国で行ったアジアでは初の高エネルギー密度・圧力に関するセ

ミナーワークショップに続き、第二回目となる。成功裏に終わっ

た第一回の会議期間中およびその後の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、このセミナー開催の継続に

大きな期待を感じることが出来た。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、この事業にサポートさ

れて育つ若手研究者は、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、セミナー開催は、研究推進だけではなく、総合

力を備えた若手研究者育成のためにも多大な貢献がある。 

セミナーの運営組織 Co-Chairs 

Prof A. Das (Main Chair, IPR India) 

Dr Yong Joo RHEE (KAERI, Korea) 

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              金額 

日本側参加者旅費        300万円 

その他経費           15万円 

外国旅費・謝金等に係る消費税  24万円 
（インド）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、イ

ンド側参加者旅費              

（中国）側 内容 
プログラム、ウェブ、中国側参加者旅費               
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（韓国）側 内容 
プログラム、ウェブ、韓国側参加者旅費              
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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 

教授 

伊瀬敏史 1-4 

Prof.U.V. VARADARAJU4-23 

（インド・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 

教授 

廣岡慶彦 1-37 

Prof. Young-Dae JUNG3-9 

(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） 

立命館大 

教授 

陳延偉 1-8 

Prof. 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 

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 

教授 

米田仁紀 1-68 

Prof. P.K. Kaw 4-1 

（インド・Gujarat・IPR） 
5月 高エネルギー密度科学に関する

共同研究 

 

 

８－４ 中間評価の指摘事項等を踏まえた対応 

 

「総合的評価：今後も成果を挙げることを期待する」。 

【対応】記述済みであるが、インドとの共同研究では、プラズマ状態でのプラズモン波の

実験に成功している。これは世界初の成果であり、高エネルギー密度科学分野で最初に確

認された表面プラズモンとレーザー相互作用の成果となる。Nature誌への掲載を計画する。 

 

「総合的評価：日本からの派遣による成果をグッドプラクティスとして、海外からの派遣

をもとにした日本側拠点機関での実施を今後３年間で強化して、さらには４か国のマトリ

ックス的展開を促し、海外からの求心力を確立されることも期待する。 」 

【対応】日本側の国内レーザー共同利用施設である阪大レーザー研でのマシンタイムを増

やし、複数国間での共同研究を進める。 

 

「これまでの交流から得られた成果：今後は全体の計画設計に沿って、各々のグッドプラ

クティスを共有して、効果的に進めることが必要であろう。」 



16 
 

【対応】 計画に沿って各テーマの成果目標を達成する。 

 

「研究交流活動の実施状況：日本からの派遣が日本への派遣の２倍以上になっていること

は、協力関係の骨子となるべき双方向性の点から留意が必要である 」 

【対応】この事業におけるインド、韓国、中国における研究者人口が日本に比べて未成熟

な点は存在する。この事業を通じて各国の若手を中心にした研究者人口が増加するよう努

力する。 

 

「研究交流活動の実施状況：一点、「インドでの実験にチームが数か月にわたり参加」の記

載は交流実績に照らして過大ではないだろうか。」 

【対応】インドとの共同研究は、非常にうまく行っていることは、報告書通りである。実

際、共同研究は、数ヶ月にわたっており、これに教員、大学院生が参加している。教員は、

大学業務の関係で数ヶ月の滞在は不可能であるが、大学院生は、合計数ヶ月にわたり滞在

し、実験を主導した。 

 

「今後の展望：３年度目からその成果の公開に向けたフェーズとなることが期待され、残

された研究期間で、特に共同実験による成果が上がることに大いに期待したい。」 

【対応】成果が上がるよう計画を遂行する。 

 

「今後の展望：一方、共同研究及び研究者交流についてのこれまでの実績は、日本からの

派遣に比して、日本への派遣が少ない。このままでは、日本側拠点機関の存在意義が希薄

であることが懸念されるため、相互の交流を強化されることを期待したい。」 

【対応】先にも述べたが、この事業を通じて少しでも 3 カ国の若手研究者人口が増えて、

日本への派遣が増えるよう働きかける。 

 

「今後の展望：尖閣諸島問題等の国レベルでの政治問題など中国との外交上の課題が、計

画書において指摘されるに留まっており、固有の課題の分析が提供されていないため、判

断が難しい。」 

【対応】尖閣諸島の問題は、中国では、明らかに優先順位が高い事を中国研究者とのやり

とりで感じる。中国が、科学と政治を分離できる国ではない以上、この問題が影響を及ぼ

すことに、我が国からは対策がほどこし難い。問題が出ないように注意深く計画実施を進

める。



 
 

17 
 

９．平成２６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>

17/ 85 ( 2/ 12 ) 7/ 29 ( ) 16/ 98 ( ) 6/ 33 ( )

中国
<人／人日>

( 5/ 24 ) ( ) ( 10/ 40 ) ( )

韓国
<人／人日>

( 4/ 16 ) ( 1/ 5 ) ( 10/ 40 ) ( )

インド
<人／人日>

( 3/ 18 ) ( 3/ 15 ) ( ) ( )

台湾
(日本側参加

者)
<人／人日>

2/ 24 ( ) ( ) ( ) ( )

合計
<人／人日>

2/ 24 ( 12/ 58 ) 17/ 85 ( 6/ 32 ) 7/ 29 ( 0/ 0 ) 16/ 98 ( 20/ 80 ) 6/ 33 ( 0/ 0 )

インド
<人／人日>

台湾(第三国)
<人／人日>

韓国
<人／人日>

日本
<人／人日>

中国
<人／人日>

派遣

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。） 

※相手国マッチングファンドなど、本事業経費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。 

 

９－２ 国内での交流計画 

18／52  <人／人日> 
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１０．平成２６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 7,362,000

謝金 0

備品・消耗品
購入費

600,000

その他の経費 650,000

外国旅費・謝
金等に係る消
費税

588,000

計 10,200,000
研究交流経費配分額以内であ
ること。

1,020,000

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。

11,220,000

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

 

 

 

 


