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 総合的評価   

 

 

評  価 

Ａ 想定以上の成果をあげつつあり、当初の目標の達成が大いに期待できる。 

Ｂ 想定どおりの成果をあげつつあり、現行の努力を継続することによって目標の達成が概

ね期待できる。 

Ｃ ある程度の成果をあげつつあるが、目標達成のためには一層の努力が必要である。 

Ｄ 成果が十分にあるとは言えず、目標の達成が期待できないため、経費の減額または中

止が適当であると判断される。 

コメント 

 

研究交流活動の柱となるよう定義した５本の基軸テーマは、日本側、相手国側の拠点が備

える特長を活かして、「学術的側面」「若手研究者の養成」「研究教育拠点の構築」のいずれ

の観点からも国際的競争力を発揮できるものとなっており、評価できる。これらに向けた戦

略的取り組み、相手国拠点の資源を活かした戦術的計画を進めており、概ね目標通りの成果

があがっている。 

本研究交流事業の学術的課題の設定、拠点機関が持つ特長と資源の分析に基づいた研究計

画、教授・若手ペアを双方の国で組織し、綿密な打ち合わせをもとに実施する体制は優れた

ものであり、共同研究、学術会合、研究者交流の３項目が効率的かつ有機的に遂行され

ている。学術的側面では、相対論的電子とプラズマの相互作用について、予想より遥か

に大きな結合や散逸の存在、「宇宙における高速粒子の存在の謎」に迫る実験成果が得

られ、この２年間で大きな学術的成果が上がっている。 

大型レーザー実験施設などを利用するこの分野の研究のためには、綿密な準備が必要であ

り、最初の 2 年間で研究実績を成果物として問うことは難しい。そのため、専門学術誌上で

の研究成果発表数は十分多いとはいえないが、むしろ想定通りと評価してよいであろう。と

はいうものの、１編の Plasma and Fusion Research（プラズマ核融合学会）に加え、１

編の Journal of Physics, ２編の Physics of Plasmas など著名な国際学術誌に成果が

すでに公開されており、今後、他の柱となる研究テーマについても十分興味深い結果が

得られると予想される。さらに著名な国際的ジャーナル等への成果の発表を強く意識した

実施により、残り３年で学術的成果をあげつつ、そのプロセスにおいて若手研究者の養成に

資すること大であると期待できる。今後残された期間で多くの独創的な研究成果が共同研究

を通じて生み出されることに期待したい。 

また、若手研究者と教授とのペアを基盤においた育成プログラムが順調に進められて

おり、博士課程大学院生から修士までの若手研究者が順調に育っている。上海光学精密

機械研究所との一ヶ月の共同実験、インドにおける数ヶ月の共同実験など良く連携の取

れた研究が進められ、本事業の中で３名の博士号修得など、適切に共同研究が遂行実施

され成果が既にあがっている。その結果、将来を担う若手研究者が、自律的に本事業に

関する国際共同研究を行なえるまでに成長し、当該分野のアジアでの国際共同・連携協

力の礎が作られている。 

本事業の目的である、世界的水準の研究拠点構築では、海外からの求心力を日本側拠点機
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関が示すことが不可欠であるが、これまでの実施内容は中国、韓国、インドの相手国拠点で

の共同研究、研究者交流への日本からの派遣が主となっており、現状では、日本を加えて４

国間の双方向あるいは多国間マトリックス的な協力がまだ十分ではない。とはいうものの、

日常的に密接な拠点間の連絡が良く取れていることに加えて、毎年国を替えて行なうセ

ミナーが効率的に運用されており、既に学術協定のある拠点に加えて阪大とインド工科

大学ハイデラバード校との間に新たに学術交流協定が締結されるなど、より堅固な形で

の共同研究教育体制が確立されつつある。今後、相互の交流がどの程度活性化できるかが、

大きな課題である。まだ具体的には示されていないが、今後の計画として、日本の大型レー

ザー装置を含め、各拠点の施設を相互に使った共同研究が計画されており、相手国側のマッ

チングファンドが日本側の規模に照らして、十分用意されていると考えられることからも、

相互交流への展開をはかり、日本側拠点が世界的水準の研究教育拠点となる目標の達成のた

めに、一層の努力を払っていただきたい。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。 

また、本事業に関連して、第一回国際高エネルギー密度科学アジアワークショップが

韓国で開催される予定であり、当該分野を先導している欧州および合衆国とともに、日

本を中心としてアジアにおける一大拠点を形成することで、日本の国際的先導性がより

顕在化することが期待される。「高エネルギー密度状態の科学」は国際会議や国際誌上の

特集などで近年活発なキャンペーンが展開されている分野である。我が国は、これをリード

できる実験設備を有しており、とくに核融合エネルギー開発に関連する研究・開発を通じて

特筆に値する研究・教育実績をもっている。今後、アジア圏でこの分野をリードしてゆくた

めの研究教育拠点を整備・発展させてゆく意義は大きい。 
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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。 

・研究交流活動の成果から発生した波及効果はあるか。 

 

評  価 

□  想定以上の成果があがっている。  

■  概ね成果があがっている。  

□  ある程度成果があがっている。 

□  成果があがっているとは言えない。 

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がっているか。 

本研究教育計画は、大型実験設備を用いた共同実験や大規模なシミュレーションコー

ド開発、物理データベースの利用などを柱とするものであり、本格的な研究成果を上げ

るまでには比較的長期間の準備が必要と考えられる。とはいえ、研究交流活動の柱とな

るよう定義した５本の基軸テーマは、日本側、相手国側の拠点が備える特長を活かして、

「学術的側面」「若手研究者の養成」「研究教育拠点の構築」のいずれの観点からも国際

的競争力を発揮できるものとなっており、評価できる。これらに向けた戦略的取り組み、

拠点の資源を活かした戦術的計画を進めており、各々について概ね目標通りの成果があ

がっている。 

学術的側面では、相対論的電子とプラズマの相互作用について、予想より遥かに

大きな結合や散逸の存在、「宇宙における高速粒子の存在の謎」に迫る実験成果が

得られ、この２年間で大きな学術的成果が上がっており優れている。また、若手研

究者を中心とした研究交流が実施されており、若手が自律的に本事業に関する国際共

同研究を行なえるまでに成長していること、および教授と若手をペアとする方針の

もと博士課程大学院生から修士までの若手教育が順調に遂行され、さらなる共同・

連携研究の礎が作られている。日常的に密接な拠点間の連絡とともに、毎年国を替

えて行なうセミナーの効率的運用に加え、既に学術協定のある拠点に加えて阪大と

インド工科大学ハイデラバード校との間に新たに学術交流協定が締結されるなどよ

り堅固な形での共同研究教育体制が確立されつつあり、研究教育拠点の構築へ向けた

準備も進んでいると高く評価される。次世代の中核となる人材が育成され十分な成

果が上がっていると判断する。 

５本の基軸テーマ毎の詳細までは不明であるが、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。 
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・研究交流活動の成果として優れた研究業績が発表されているか。 

２年間で固有の研究業績を示すことは簡単ではない。実際、発表した論文数は事業規

模に照らして多いとは言えず、現段階においては未だ顕著な成果を多数あげたとはいえ

ない。しかしながら、１編の Plasma and Fusion Research（プラズマ核融合学会）

に加え、１編の Journal of Physics, ２編の Physics of Plasmas など著名な国際

学術誌に成果が掲載されており、論文投稿など成果発表を強く意識した実施がされて

いて、優れた研究業績となりえる成果が複数着実に進歩しつつあると評価できる。今後、

さらに著名な学術誌 Nature 誌などへの成果の公開が計画されており高く評価され

るとともに、専門誌上でのより活発な研究業績の発表が十分期待できる。 

 

・研究交流活動の成果から発生した波及効果はあるか。 

 本事業による研究交流活動により、大阪大学レーザー研、インド TIFR、中国上海

光学精密機械研究所のレーザー装置が本事業関連研究者に解放されることとなるな

ど、高エネルギー密度科学における日本、中国、韓国、インドの協力関係のもと、研究・

教育を推進する基盤作りに貢献している。また、韓国 KAERI の RHEE 拠点代表を中心

にアジア主導での高エネルギー密度科学ワークショップが開催される運びとなって

いるなど、活発な人的交流を促進するカンフルとして本事業が役だっていると評価でき

る。この関係基盤をもとに、より包括的な大学間学術交流協定の締結が促進されるとい

う波及効果も認められる。 
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２．研究交流活動の実施状況 

 

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、実施しているか。 

・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るか。 

・研究交流活動の実施にあたり、適切に経費が執行されているか。 

・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るか。 

 

評  価 

□ 想定以上に効果的に実施されている。  

■  概ね効果的に実施されている。  

□  ある程度効果的に実施されている。  

□  効果的に実施されているとは言えない。 

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、

実施しているか。 

 共同研究は、国内拠点では準備段階にあるが、海外への派遣を通じて活発に行われて

いる。上海光学精密機械研究所との一ヶ月の共同実験、インドにおける数ヶ月の共同実

験、および共同研究における３名の博士号修得など、適切に共同研究が遂行実施され成

果があがっている。 今後の発展と成果が期待される。 

セミナーについては、日本で開催され６０名にのぼる参加者を得た第１回セミナー、

中国での国際会議と共同開催され１００名を超える参加者を得た第２回セミナーなど、

適切に開催されている。ただし、拠点形成の観点からは、国内開催セミナーへの海外か

らの若手研究者の参加を促進させる工夫が必要である。 

日本側の本事業参加研究者数１０９名に対し、H２３年２４名、H２４年３６名、総勢

６０名の日本からの派遣があり十分に研究者交流がなされているが、研究者交流のため

の大学間協定の活用が期待される。 

以上、３つのカテゴリーに配慮し、概ね効果的に実施がなされているが、共同研究、

研究者交流については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 

 

・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るか。 

当該分野に関わる国内外の、多数の適切な研究者および拠点より構成されており、適

切であり優れている。ただ、インドとの交流の実が上がっていることは認められるが、

中国、韓国については、バランスが取れているとは言えず、国内における世界的水準の

研究拠点構築という目的に沿って今後、強化をはかる必要がある。また、マトリックス

展開も期待したい。研究者交流のための大学間協定を締結するなど、協力体制の構築に

向けた努力はなされている。 
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・研究交流活動の実施にあたり、適切に経費が執行されているか。 

 日本の経費としては研究交流のための派遣に適切に執行されていると判断できる。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。 

 

・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るか。 

 予算額だけ見れば中国、韓国、インドとも十分に確保されているが、この記載情報で

は適否が判定できない。特に、中国、インドについては交流実績に対して、過分な予算

額が計上されており、研究交流に当てられる実質的な基金が不明であるが、パターン 1

のマッチングファンドで実施されているため、適切であると考えられる。 
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３．今後の展望 

 

観  点 

・目標達成に向けた計画が具体的であり、かつ実現性の高い内容となってい

るか。 

・今後の課題がある場合には、それを検討し、適切に対応しているか。 

・経費支給期間終了後も、当該分野における国際研究教育拠点として継続

的な活動を行うネットワーク構築が期待できるか。 

 

評  価 

■ 大いに期待できる。  

□ 概ね期待できる。   

□ 一層の努力が必要である。  

□ 期待できない。 

コメント 

 

・目標達成に向けた計画が具体的であり、かつ実現性の高い内容となっているか。 

 最初の 2 年間で、当初の想定を超える順調なペースで共同研究が５つのテーマ（相対

論レーザープラズマの相互作用、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）のもと進行している。この５つの基軸テーマとそれへの取り組み計

画は学術的観点からも若手研究者の育成の観点からも世界的競争力を持ち得るもので

あり、具体的かつ実現性の高い内容となっている。それぞれの研究拠点は、トップレベ

ルの実験設備を有しており、その進行状況からは、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。 

また、これまでの実績から極めてインパクトのある国際的学術誌への公開を含めた学

術成果が期待できる。これまでの活動で今後の円滑な共同研究推進、研究者交流、若手

育成、セミナーについても、計画は十分実現されると判断される。さらに、本事業に関

連して、第一回国際高エネルギー密度科学アジアワークショップが韓国で開催される予

定であり、アジアでの高エネルギー密度状態科学の国際的な指導性が示される。 

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。 

 

・今後の課題がある場合には、それを検討し、適切に対応しているか。 

 共同研究、若手育成や学術会合、研究者交流などの中心的な課題に対しては、十分に

良好な状態にあると判断される。しかしながら、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。 
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・経費支給期間終了後も、当該分野における国際研究教育拠点として継続的な活動を行

うネットワーク構築が期待できるか。 

 本計画の課題は、短期的に解決する類のものではなく、継続的な研究・開発を必要と

するものである。本事業により参加国の連携および、夫々の国の得意分野を活かした効

率的共同実験体制が確立し事業終了後も連携を担う次世代の若手が育成されているな

ど、拠点としての継続的な活動を行うネットワーク構築を担う潜在能力は十分あり、新

しい分野への展開も具体的になされており、今後に期待できる。当該分野のアジアでの

活発な共同研究、人的交流を行うネットワークが構築される意義は大きいし、ネットワ

ークの中心となる連携拠点が形成されており高く評価される。またそのなかで我が国の

研究者がリーダシップを発揮すべきであり、関係者のより一層の努力に期待したい。 

一方、再三の指摘となるが、ネットワーク構築の中心拠点となるためには、海外から

の求心力を示し、実績を積んでいくことが求められる。ここでも相互の交流を強化すべ

きことを指摘しておく。 

 

 


