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総合的評価（書面評価）  

 

評  価（案） 

Ａ 想定以上の成果をあげており、当初の目標は達成された。 

Ｂ 想定どおりの成果をあげており、当初の目標は達成された。 

Ｃ ある程度成果があがり、当初の目標も達成された。 

Ｄ 成果が十分にあるとは言えず、当初の目標はほとんど達成されなかった。 

コメント 

 

本課題では、高エネルギー密度状態の科学研究分野において、５本の基軸テーマ（相対

論レーザープラズマ相互作用、プラズマデバイス、実験室宇宙物理、粒子加速、極限環境

下の材料科学）を中心に参加国である中国、韓国、インドの研究教育拠点機関が有してい

る特徴を最大限に活かした事業を進めている。また、大学間交流協定を始めとする研究教

育ネットワークを確立し、若手研究者の育成を上手く進めていることから、概ね目標通り

の成果が達成され、国際的競争力を発揮できるものと評価する。   

研究協力体制の構築においては、相手国の拠点機関が持つ特徴にあった学術課題の設定

を行うことで各国にある高性能レーザー装置を利用した共同実験の効率的運用体制が確

立された。また、テーマに応じて複数の教授・若手ペアを双方の国で組織し、研究計画を

策定して実施することができる体制は非常に優れている。各国の研究機関と大学間協定、

または大学部局間協定の締結に至るとともに、定常的な研究交流や共同研究が実施される

ようになり、事業終了後の活発な共同研究、人的交流の活動が継続可能となる重要な礎を

築いた点で大いに評価できる。 

若手研究者の養成では、教授と若手研究者とのペアを基盤においた養成プログラムが進

められており、若手研究者が順調に育っている。このプログラムでは、テーマに応じて複

数の教授・若手ペアを双方の国で組織し、綿密な打合せにより研究計画を策定して実施し

ている。効率よく共同研究の手法などを若手に伝えることができ、次世代の研究者を養成

することにおいて有効かつ重要なプログラムである。さらに、研究者交流、参加国持ち回

りのセミナー等を効率的に運用することで、若手研究者の交流を積極的に行うことができ

ている。若手研究者をはじめ、博士課程学生から修士課程学生までの教育が順当に遂行さ

れ、活躍していることから、次世代の人材養成にも十分な成果が上がっている。 

学術面における成果では、超高強度レーザーと固体ターゲットの相互作用による高速電

子の発生実験において、ワイベル不安定性の特性を解明したことにより新たなターゲット

構造を用いて高速電子の生成効率を数倍以上にすることができている。また、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や無衝突衝撃波のメカニズム解明に向

けた実験を行い、 Physical Review E、 Physics of Plasma、 Review of Scientific 

Instruments などの著名な国際学術誌に１４篇の研究成果を公表している。本事業の規模

と照らし合わせると、この発表論文数は多いとは言えない。しかし、本事業計画は、大型

実験設備を利用した共同実験や大規模シミュレーションコードの開発などであり、研究成

果をあげるためには、比較的長期間が必要であることを考慮すると、概ね順調な成果と評

価できる。 

上記のような成果があがっている一方で、本課題の問題点としては、本事業が前提とし



 

ている相手国との対等なパートナーシップが完全に達成できていなかった点があげられ

る。また、中間評価で指摘のあった４国間の多国間マトリックス的な協力、マトリックス

的な横の連携が実現することを期待したい。 

今後も本研究テーマを継続的に発展し、時には想定していなかった成果も挙げつつ、ア

ジアのみならず世界的な研究拠点として発展させ、特にアジア各国との強い連携の下、相

互交流を図って頂きたい。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．これまでの交流を通じて得られた成果  

 

観  点 

・研究交流活動を通じて「学術的側面」「若手研究者の養成」「研究教育拠 

点の構築」の観点から成果があったか。 

・研究交流活動の成果として優れた研究業績が発表されたか。 

・本事業により得られた成果の社会への還元があったか。 

・当初予期していなかった活動成果があったか。 

 

評  価（案） 

□ 想定以上の成果があがった。  

■ 概ね成果があがった。  

□ ある程度成果があった。 

□ 成果があがったとは言えない。 

コメント 

・研究交流活動を通じて「学術的側面」「若手研究者の養成」「研究教育拠点の構築」

の観点から成果があったか。 

 

学術的側面については、低強度レーザーに誘起されるプラズモン共鳴現象が超高強度

レーザーでも誘起されることを実証したことは、特筆すべきことである。事後評価資料

提出段階で、2 本の学・協会誌に掲載されるとともに Nature Publishing Group (NPG) の

Scientific Reports (2015 年発表インパクトファクター 5.578) に投稿準備中とのこと

であるが、この論文誌に投稿できるデータの量と質が担保されていることが想定され

る。この他にも、相対論電子のプラズマ中でのエネルギー散逸機構の解明や、レーザー

による実験室宇宙物理でも興味深い新しい現象が観測されており、今後新しい学術分野

が展開されるものと期待される。 

若手研究者の養成については、本課題を通して、多くの博士課程の学生や博士研究員

が大学の助教、研究機関、大企業への就職を果たしており、一定の成果があったと判断

される。これは、教授と若手研究者をペアにすることで効率よく共同研究の手法などを

若手研究者に伝えることができ、目上の研究者の姿を目の当たりにした若手研究者が刺

激を受けたからであると考えられる。この養成方法は、他の研究分野や研究事業でもお

手本になる優れた方法であり、今後も継続を期待したい。 

また、参加国持ち回りのセミナー等の効率的な運用により、若手研究者の交流を積極

的に行うことができた。その結果として、若手研究者の教育が順当に遂行され、次世代

の人材育成にも十分な成果が上がっていると判断できる。 

研究教育拠点の構築については、本課題を通して中国の上海交通大学（SJTU）、イン

ドのプラズマ研究所(IPR)、韓国の韓国原子力エネルギー研究所(KAERI)と大阪大学を結

ぶ研究教育ネットワークが確立され、大学間協定または大学部局間協定が締結された。

中国 SJTU と大阪大学間ではシンポジウムの開催、インド IPR とは共同研究が定常的に

行われるようになっている。さらに、新たにインドのタタ基礎研究所(TIFR)、韓国の光

州科学技術院(GIST)及び中国科学技術大学とも定常的な研究交流や共同研究が実施さ

れ、順調に若手研究者の共同研究教育体制が確立されている。 

また、本課題により、Association of Asia Pacific Physical Society Division of 



 

Plasma Physics (AAPPSDPP) が創設された点も特筆したい。この Society は、アジア地

域における教育研究拠点の中心となり、物理分野、とりわけプラズマ物理部門の研究者

や企業が活発に交流できる拠点になると思われる。 

 

・研究交流活動の成果として優れた研究業績が発表されたか。 

 

プラズモンが周期構造を有する物質表面で誘起されることはよく知られてきたが、各

国の限られた研究施設資源を有効に活用し、超高強度レーザーを照射してもプラズモン

が誘起されることを、国際共同研究の枠で原理実証したことは高く評価できる。 

Physical Review E などの著名な国際学術誌に１４篇の研究成果を公表しているが、

本課題の規模と照らし合わせると、この発表論文数は多いとは言えない。本事業計画は

大型実験設備を利用した共同実験や大規模シミュレーションコードの開発などである

ため、研究成果を挙げるためには比較的長期間が必要であることを考慮すると、数は少

ないが、オリジナリティのある優れた成果が効率よく出てきていると判断される。  

 

・本事業により得られた成果の社会への還元があったか。 

 

各国の大学・研究機関等で多くのセミナーが開催されている。しかし、研究内容が高

度かつ大型施設による大型研究であることから、大半の参加者が本事業に関わっている

研究者であり、社会への還元であると評価することの判断が難しい。民間企業などへの

研究成果の還元は直接的でなく、間接的にも時間が必要であろう。 

物理学の研究成果が社会に還元されるには何十年もかかってきた歴史がある。そのこ

とを踏まえると、超高強度レーザーや実験室宇宙物理など、科学的興味やロマンを抱か

せる研究テーマが数多く展開されていることから、将来的には社会への還元もできるも

のと期待される。 

 

・当初予期していなかった活動成果があったか。 

 

本課題代表者が創設メンバーに加わり、AAPPSDPP が創設されたこと、アジア地区組

織 Asian Committee on Ultra-Intense Lasers (ACUIL)が発足したことなど、新たなア

ジア交流の場が広がった点は評価できる。このような組織運営は、継続することも非常

に大切であり、今後日本が主導権を保ちながらこれらの活動を発展させていく努力が必

要となるであろう。 

 



 

２．事業の実施状況 

 

観  点 

・研究交流目標達成に向けて、「共同研究」「セミナー」「研究者交流」を適

切に計画し、実施したか。 

・国内外の拠点機関及び協力機関間の実施体制・協力体制等は適切であっ

たか。 

・研究交流活動の実施にあたり、適切に経費が執行されたか。 

・相手国において交流を行うに十分なマッチングファンドが確保されてい

たか。 

・中間評価における指摘事項等について、適切に対応されたか。 

 

評  価（案） 

□ 想定以上に効果的に実施された。  

■ 概ね効果的に実施された。  

□ ある程度効果的に実施された。  

□ 効果的に実施されたとは言えない。 

コメント 

・研究交流目標達成に向けて、「共同研究」「セミナー」「研究者交流」を適切に計画

し、実施したか。 

 

「共同研究」  

 アジア地域の各国拠点との間で研究教育ネットワークを確立し、大学部局間協定や大

学間協定が締結されている。これをベースに、各国で実際に原理実証実験や理論的検証

が進められ、各国若手研究者による学・協会誌論文が掲載されており、評価できる。  

 

「セミナー」 

各年度に 1 回以上実施され、第１回は日本、その後はアジア参加国の中国、韓国、イ

ンドと持ち回りで毎年開催され、最終年度は再度日本で開催された。このことから、頻

度、場所共に適切に開催されている。 

しかし、どのセミナーでも開催国の参加者もしくは、日本からの参加者が大半を占め

る傾向がある。多国間の連携強化や日本の拠点形成という観点から、開催国以外の国か

らの研究者の参加を促進させる必要があった。 

 

「研究者交流」  

本事業期間中、個々の研究者による交流は活発に行われている。日本から、毎年３０

名前後の派遣があり、本事業期間の５年間で延べ１４５名の派遣があり適切に研究者交

流が実施されている。 

しかしながら、派遣にくらべ、全期間にわたるアジア各国からの受入人数が少ない。

今後、大阪大学がこの分野でアジアの拠点となるためには日本からの派遣ばかりではな

く、相互交流が活性化するように日本への研究者派遣数を増やす努力が必要である。 

 

 



 

・国内外の拠点機関及び協力機関間の実施体制・協力体制等は適切であったか。 

 

本事業が始まる前から準備が進められており、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し、大学間協定または大学部局間

協定を締結している。中間評価ではインドとの交流の成果が大きく、その他の中国、韓

国との体制構築にバランスが取れていないとの指摘を受けたが、最終報告では、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し、

大学間協定または大学部局間協定を締結して大阪大学を拠点としてバランスよく協力

体制が構築されており、適切である。 

  

・研究交流活動の実施にあたり、適切に経費が執行されたか。 

 

事業期間中における研究交流活動のための経費は適切に執行されている。しかしなが

ら、全期間にわたる派遣・受入人数をみると、アジア各国からの受入人数が少ない。 

 

・相手国において交流を行うに十分なマッチングファンドが確保されていたか。 

  

参加国である中国、韓国、インドとも十分なマッチングファンドが確保されている。

パターン 1 のマッチングファンドで実施されていることから、適切な運用であると判断

される。 

 

・中間評価における指摘事項等について適切に対応されたか。 

 

中間評価では、以下の項目について提案されている。 

 (1) アジア参加各国のマトリックス的な活動を活性化すること。 

 (2) アジア各国からの受入人数が少ないこと。 

 (3) 極めてインパクトのある国際的学術誌への公開を図ること。 

 

 (1) では十分な改善を図ることはできていないものの、密な関係による国際共同研究

を実施してきた。若手研究者の研究者交流が、適切かつ活発に行われていることから、

今後はこの問題は解消されるものと期待される。  

 (2) について、日本国内への交流実績をみると、平成 26 年度から改善されているが、

依然としてアジア各国からの受入人数は少ない。今後、我が国がアジア圏でこの分野の

主導権を掌握して確固たる研究教育拠点となるためには、海外からの求心力が必要とな

る。今後も本課題の研究分野は成長すると見込まれるため、大阪大学が中心となって受

入人数を増やしていくことが期待される。  

 (3) について、超高強度レーザーによるプラズモン誘起現象については、極めてイン

パクトのある国際的学術誌（Nature Publishing Group の Scientific Reports）に掲載

される可能性が高く、今後公開されることが期待される。 

以上のことから、概ね適切に対応されていると判断される。 

 

 

 



 

３．今後の研究交流活動計画 

 

観  点 
・事業終了後も世界的水準の研究教育拠点として、継続的な研究交流活動の 

実施が期待できるか。 

 

評  価（案） 

□ 想定以上の成果が期待できる。  

■ 概ね成果が期待できる。   

□ ある程度成果が期待できる。  

□ 成果が期待できない。 

コメント 

・事業終了後も世界的水準の研究教育拠点として、継続的な研究交流活動の 

実施が期待できるか。 

 

本課題は、５本の基軸テーマをもとに、それぞれの参加国の得意分野（韓国は原子・

分子データの一層の充実とアクセス強化、インドは独創的な流体コード開発に代表され

る数学・物理概念、中国はシミュレーションパラメータのサーベイ）を組み込んで展開

された。この結果、日本や海外研究機関にある高性能レーザー装置を利用した共同実験

の効率的運用体制が確立されるとともに中国上海交通大学、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が確立された。これらの研究機関とは大学間協定、

または大学部局間協定が締結され、大阪大学と中国上海交通大学間での隔年シンポジウ

ムの開催、インド IPR との定常的共同研究体制の構築などの成果もあがっている。 

これらの成果によって、高エネルギー密度状態の科学研究に関する研究教育ネットワ

ークの中心となる連携拠点の形成が実現できている。また、次世代を担う多くの若手研

究者が順調に養成されている。これらは、事業終了後も連携拠点を中心として活発な共

同研究、人的交流活動を継続していく重要な礎となるであろう。 

 

 


