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アジア研究教育拠点事業 
平成２２年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 電気通信大学  

（ 中国側） 拠 点 機 関： 
中国科学院物理研究所 

（ 韓国側） 拠 点 機 関： 
韓国先端科学技術大学 

（ イ ン ド 側 ）拠 点 機 関： タタ基礎科学研究所 

 
２．研究交流課題名 

（和文）： 高強度光科学研究のための次世代超短パルスレーザーの開発    
                   （交流分野： 光科学 ）  
（英文）： Development of next generation ultra-short pulse lasers for high field science  

（交流分野： Optical science ）  
研究交流課題に係るホームページ http://www.ils.uec.ac.jp/asiancore/index.html  
 
３．開始年度 
平成 １９ 年度（ ４ 年度目） 

 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関:電気通信大学  

 実施組織代表者(所属部局・職・氏名):電気通信大学・学長・梶 谷  誠  

 コーディネーター(所属部局・職・氏名):レーザー新世代研究センター・センター長 

・植 田  憲 一  

 協力機関:①東京大学、②大阪大学レーザーエネルギー学研究センター、 

③日本原子力研究開発機構、④マルチメディア大学(マレーシア)  

 事務組織:電気通信大学研究協力課 

 
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(地域)名:中国  

拠点機関:(英文)Institute of Physics, The Chinese Academy of Sciences (IOP)  
         (和文)中国科学院物理研究所  

  コーディネーター(所属部局・職・氏名) 

:(英文)Institute of Physics・Professor・Jie ZHANG  
 協力機関:(英・和文)  

①Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, The Chinese Academy of 
Sciences 
(SIOM, 中国科学院上海光学研究所)   

②China Academy of Engineering Physics(CAEP, 中国物理工学研究所)  
③Shanghai Institute of Ceramics, The Chinese Academy of Sciences 

(SIC, 中国科学院上海セラミックス研究所)  

  経費負担区分:パターン1  

 
(2)国(地域)名:韓国  

拠点機関：(英文)Korean Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)  
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          ：(和文)韓国先端科学技術大学  
コーディネーター(所属部局・職・氏名):(英文)  

Department of Physics・Professor・Chang Hee NAM  
協力機関：(英・和文)  

①Gwangju Institute of Science and Technology(GIST, 光州科学技術大学)  
  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)Tata Institute of Fundamental Research (TIFR)  
          ：(和文)タタ基礎科学研究所  

  コーディネーター(所属部局・職・氏名):(英文) 

Atomic & Molecular Sciences・Professor・Deepak MATHUR   
  協力機関:(英・和文)  

    ①Centre for Advanced Technology(CAT, 先端技術センター)  
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 
   チャープパルス増幅法の発明(G. Mourou, 1985年)により、小型レーザーによる高出

力超短パルス光の生成が可能となり、光科学は質的な変化を遂げた。レーザー光による

分子過程の制御、アト秒領域の原子・分子科学、光による粒子加速、相対論領域のプラ

ズマ過程など、超高速・高強度光科学に関する研究が活発に進められている。さらに最

近は、ゼプト秒(10-21秒)科学や真空の非線形光学などが新たな研究領域として捉えられ、

そのための次世代レーザー開発が重要な課題となりつつある。この急速な展開に対応す

るため、欧州では多くの研究者・研究機関を連携した研究体制が構築され、多様な成果

を生み出している。わが国でもこの分野に関する研究が活発に実施されているが、欧米

における急速な研究展開を踏まえ、より本格的な体制で研究を加速することが必要とな

っている。本事業では、近年先端レーザー施設の整備や研究者育成が活発に進められて

いるアジア域の国と連携し、次世代超短パルスレーザーの開発を主たる課題として、高

強度光科学に関する共同研究を実施する。 

電気通信大学レーザー新世代研究センターでは、1980年の発足当初から新レーザー開

発に関し多くの成果を挙げてきた。最近同センターが開発した高出力セラミックレーザ

ーは、高効率高出力次世代レーザーの候補として注目を集めている。東京大学は、強い

光場における分子の変形や解離過程の解明と制御など、分子を対象とする超高速光科学

研究に関し、国内外の多くの研究者を先導している。大阪大学レーザーエネルギー学研

究センターは、核融合用次世代高エネルギーレーサーの開発を目指し、基礎的な技術開

発を進めている。また、日本原子力研究開発機構は、ピーク出力約1ペタワット(1015ワ

ット)と世界最高出力の超短パルスレーザーを開発し、超高強度光科学に関する世界的研

究拠点となっている。  

本事業で連携する外国の拠点・協力機関は、超高速・高強度光科学に関する中国、韓

国、インドにおける中核的機関であり、高性能レーザー装置開発と利用研究を実施する

と共に、多くの大学院生・若手研究者を育成する重要な機能も担っている。中国科学院

物理研究所(IOP)は超短パルス光と固体との相互作用、同上海光学研究所（SIOM）は

レーザー材料開発を基礎とする高出力レーザー開発、同上海セラミックス研究所（SIC）

はレーザー材料開発、中国物理工学研究所（CAEP）はレーザー電子加速に関し、優れ

た研究成果を挙げている。また、韓国先端科学技術大学（KAIST）は高次高調波光によ

るアト秒パルスの生成と利用、光州科学技術大学（GIST）は高強度レーザーによるイオ

ン加速を中核として、活発な研究を行っている。さらにインドのタタ基礎科学研究所

（TIFR）は分子光科学、先端技術研究所（CAT）は高出力レーザー開発と高強度プラ

ズマ物理に関し、同国における研究の中核となっている。また、超短パルスレーザーに

関する研究を広範囲に行っているTeck Yong Tou教授 (マレーシアマルチメディア大)
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の本プロジェクトへの参加は、東南アジア域の研究教育拠点の形成に大きな役割を果た

すと期待される。  

本事業では、これらの機関が連携し、主として以下の課題に関し、共同研究を実施す

る。  

１）超高速光科学  

  フェムト秒(10-15 秒)～アト秒(10-18 秒)領域の超短パルスを発生させるための技術開

発を行うとともに、その光源を用いて、原子、分子の超高速現象を追跡する。特に、強

光子場下において起こる、特異な現象の観測を通じて、光と原子・分子の相互作用の本

質を明らかにするとともに、化学結合の解離などのダイナミクスを、光子場をデザイン

することによって制御することを目指す。  

 

２）高強度光科学  

   テラワット(1012 W)～ペタワット(1015 W)域の超高出力レーザーを用い、レーザー光に

よる電子加速、高エネルギーイオンの生成、高輝度X線の生成、新方式X線レーザーなど

に関する研究を行う。  

 

３）次世代超短パルスレーザーの開発  

   超短パルスレーザーの更なる短パルス化、高出力化、効率向上と小型化、制御性向上

などを目標として、次世代超短パルスレーザーの開発に関する研究を行う。レーザー材

料、光学技術、レーザー設計などの専門家で構成される研究組織を編成し、次世代レー

ザーの基本設計を実施し、本格的なレーザー開発へ向けての基盤を構築する。  

 

４）先端学術情報集約  

   日本側代表者は、先端的学術情報の集約に関し、Applied Optics, Optical Review, 
Laser Physics Lettersなど英文国際ジャーナルのエディター、編集長の経験を生かし、

日本のジャーナルの電子化出版、オンラインアーカイブの構築に努力してきた。これら

の経験をアジア諸国に提供することで、21世紀の光科学の発展を支える学術情報の集約

について、アジア諸国と協力して世界の第3極を形成する基盤を養成する。すでに日本の

３学会(日本光学会、レーザー学会,プラズマ核融合学会)のデジタルアーカイブの構築に

成功しており、同様の活動はアジア諸国の先端的学術情報の集約に役立つと共に、日常

的な情報交換の場を提供することにつながるものである。  

 

   これらの活動を実施するため、本事業を実施する4カ国拠点機関のコーディネータ、

協力機関の代表者および中核的研究者で構成する「アジアコア高強度光科学委員会」

(Asian CORE Committee on High Field Science)を組織し、本事業の立案、実施に当

る。また、「アシジアコア高強度光科学顧問会」(Asian CORE Advisory Committee on 
High Field Science)を設置し、本事業に対し評価・助言を受ける。  

 
６．平成２２年度研究交流目標 

本年度は、日本、中国、韓国における PW レーザーの完成とその稼働開始の時期に当

たり、これらの超高出力レーザーの実際的動作を通じて、共同研究体制と高強度レーザ

ー物理学への取り組みの強化を図る。我が国では阪大レーザー研で完成した LFEX レー

ザーによるプラズマ加熱実験が開始されるので、その推移を見ながら、高強度光科学研

究課題への研究参加を推進する。 
中国でも、IOP、SIOM などにおいて PW 級レーザーによる実験が可能になりつつあ

るが、位相同期した２波長レーザー照射によるコヒーレント干渉増強効果実験など、特

長ある技術を応用すると共に、昨年実施したブラックホール模擬実験の裏付けデータな

ど、高エネルギー密度分野の共同研究を進める。 

   韓国 APLI のペタワットレーザーシステムは、今年度中に２PW にまで出力増強され

る予定である。これらの高強度レーザー施設にアジアコアメンバーが参加して、共同研
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究を行うことを支援する。実際に大型高強度レーザーを建設しているグループからの要

求を受け止めることにより、高強度化に伴って発生する新しい課題情報を共有し、それ

らの解決策を基礎的な観点から継続的な研究を行うグループとの橋渡しを行う。 

現在、完成を見た大型レーザー装置は、いずれも長期計画に基づき、開発、建設され

てきたものであり、完全動作をさせるにも、数年間の準備、調整が必要になる。当初は

当該研究所の目的研究に集中することが避けられないが、それらに協力しながら、高強

度光科学分野の新しい研究提案を探って行く。 

若手研究者養成では、継続して行っているアジア夏の学校、アジアコアセミナーによ

る博士課程学生やポスドク養成に加えて、中国の研究指導者層の急速な若手化に対応し

て若手研究者との共同研究ネットワークを強化する。 

 
７．平成２２年度研究交流成果 

 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

  韓国 GIST、中国 SIOM、SJTU など PW 級レーザー研究施設では、継続的国際共同研究体

制が整備されてきており、日本側研究者が滞在して、共同研究を行っている。また、超

高出力レーザーを用いた実験室宇宙物理では、日本の G-XII、上海の Shanghai PW,北京

の IOP PW でおのおの相補的な研究を展開する体制を構築した。新しいレーザー材料を開

発するセラミックレーザー研究では、日本が主導しながら、上海セラミック研究所に加

えて Xiamen 大学、シンガポールの南海工科大学などが参加して、研究交流を進めている。

さらに超高強度レーザーによる光化学研究分野では、東京・上海の研究拠点の交流を進

めるための定常的交流会議を２年ごとに開催することなど、研究交流の定常化を図った。

中国の大学が積極的に海外研修をサポートする制度を展開しており、それを利用して、

日本の研究拠点に１ヶ月程度滞在する試みを始め、成功を収めたので、今後、定常化す

る方向である。中国では、日本との共同研究に対して、中国科学院からの研究補助金を

提供するなど、恒常的研究交流の体制を整備している。 

 過去４年間の交流の成果として、各国で大型研究計画が本格化した。具体的には韓国 GIST

の 2PW への増強、中国 SJTU の 200TW レーザー、IOP で 5PW レーザー計画、インド TIFR の

100TW レーザー建設などである。今後、これらのレーザーは国際共同研究体制で運営され

る。 

 

７－２ 学術面の成果 
日中韓３カ国の共同研究で進行しているレーザープラズマ加速の研究で、GeV を超え

る単色電子ビームの発生に成功した。用いたレーザーは韓国 GIST の 1PW レーザーと中

国 SIOM の 800TW レーザーである。日本側の研究では、超短パルスレーザーによる高

次高調波発生で、水の窓といわれる４オングストローム以下の短波長発生に成功し、ア

ト秒科学への途を切り開くことに成功した。現在、理化学研究所で開発中の X 線自由電

子レーザーをフルコヒーレントな光源とするために高次高調波を応用し、コヒーレント

光をシードに用いる予備実験を行い、軟 X 線領域で完全コヒーレント化に成功した。 
ピコ秒10kJという高エネルギーペタワットレーザーLFEXの２ビーム動作を開始した。

2011 年度は４ビーム動作を完成させて、実際に高強度レーザー応用研究を開始する予定

である。セラミックレーザーについては、日本が開発したナノ結晶から透明セラミック

スを作り出す Non-reactive sintering 法の原理的優位性が確立した。セラミックの散乱係

数は、製造段階が完全に化学量論的成分比を達成することが不可欠であることが証明さ

れ、酸化物粉末を反応性焼結する従来法と、１桁以上の差が生じる原因が科学的に解明

された。光レーザー耐力、高いエネルギー蓄積能力、超短パルス発生能力に優れたフッ

化物セラミックスの開発に着手し、小さい試料ながら、レーザー発振に成功した。 
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７－３ 若手研究者養成 

  アジアコア関係のシンポジウム、セミナーを北京大学など若手研究者の集結している

研究拠点で開催し、若手研究者の積極的な発表を促すと共に、日本、韓国、インドなど

の若手研究者との交流を活性化した。参加研究機関でポスドクなどを紹介しあってきた

成果が蓄積しつつあり、留学経験のある若手研究者が増加して、日常的な情報交換が当

たり前になりつつある。 

 

７－４ 社会貢献 

  超高強度レーザーによる新しい物理学分野の拡大をサポートするために、この間、学

術会議や高エネルギー加速器研究機構が開催する講演会、国際会議の運営に協力し、招

待講演者の選定、招待を援助した。また、学術会議主催の国際会議（超大型レーザーに

よる高エネルギー密度物理シンポジウム）では、積極的に一般市民に公開し、質疑応答

などにも参加して頂いた。 
 

７－５ 今後の課題・問題点 

  高強度超短パルスレーザーの候補として、X 線自由電子レーザーの能力が高まってきて

おり、積極的な評価と研究参加を組織する必要がある。日本では理研 XFEL に、アジア

コアメンバーが参加し、シード型 FEL への展開を進めているが、これらの経験を、現在、

建設計画を検討している韓国、中国に提供する必要がある。 
  米国の NIF の完成、稼働を契機に世界の超高出力レーザー開発の動きは世界級となり、

ICUIL/ICFA JTF のような場で、世界的な将来計画の検討と勧告が検討されている。現

在は、アジアコアメンバーの一部が個人的に参加しているが、これをアジア地区の総意

を反映するような組織的対応を図る必要がある。 
 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２２年度論文総数   61 本 

   うち、相手国参加研究者との共著 2 本 

   うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの 13 本 

 
８．平成２２年度研究交流実績概要 
 

８－１ 共同研究 

１）超高速光科学 

高効率高次高調波発生の研究を応用して、X 線自由電子レーザーのシード光を開発し、

軟 X 線波長の自由電子レーザーの完全コヒーレント光源化に成功した。高次高調波の短

波長化については、C、O の吸収エッジより短い、水の窓（４オングストローム）の波長

に到達した。この結果、生物試料などの計測に威力を発揮すると期待できる。これらの

成果に触発されて、韓国、中国においても相次いで XFEL 建設計画がスタートした。 

 

２）超高強度光科学 

PW 級レーザーを用いた電子加速では、米国に続き、GeV 以上のエネルギーの単色電子

ビーム発生に成功した。実験室天文学の最初の成功例として紹介されたブラックホール

降着円盤上の物理については、その後、中国 IOP、SIOM の超短パルスレーザーを用いた

高強度場イオン発光の実験を続け、背景物理を深めることに成功した。この結果、従来

サテライト発光と見られていた発光の起源が異なるなど、宇宙空間、極限場における原

子物理の新しい局面を展開した。 

  これらの成果を基礎に、将来の大型レーザー開発を検討し、阪大レーザー研の LFEX レ

ーザー技術を応用して、単一ショット・エクサワットレーザー激光エクサなどの検討を

行い、それが可能にする高エネルギー密度科学について学術会議シンポジウムなどで、

コミュニティーの意見を反映させる努力を行った。 
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３）次世代超短パルスレーザーの開発 

  CaF2 セラミックスの高品質化に努力し、Nd 添加、Yb 添加 CaF2 のレーザー発振に成功

した。CaF2 をホストとした場合、フッ素がレーザー損傷の限界を決める電子雪崩を防止

するため、高い損傷強度が期待できる。幅広いスペクトルが確認され、超短パルス発生

能力を評価した。今後は熱衝撃特性を単結晶並みに高くする方策を探る計画である。 

  レーザーセラミックシンポジウムを単結晶研究の中心であるドイツで開催し、セラミ

ックと単結晶の厳密評価を行い、高濃度 Yb 添加材料ではセラミックが優れていることで

国際的合意を得た。その理由は、高濃度 Yb の問題点であった高密度励起状態における非

線形吸収をセラミック製法で解決したことに起因する。 

 

４） 先端学術情報集約 

固体レーザー材料、非線形光学結晶など、次世代レーザーのための光学材料のデータ

ベース構築を進め、日本・中国の拠点研究所、結晶研究所、大学で測定されたデータを

共有データベースにまとめ、それらのデータの信頼性評価を進めている。 
 

８－２ セミナー 

   これまでの情報交換、国際交流の結果、アジアコアプログラムの活動をセミナー、ス

クール活動から共同研究を中心に据える方向に変更する。もちろん、これまで継続して

開催してきたアジアコア参加国内の国際会議には、従来通り参加、共同研究の成果を発

表した。 

 

１）アジアコア超高強度レーザーセミナー（ICUIL2010 との共催） 

  世界の超高出力レーザー研究機関をとりまとめている国際組織 ICUIL が３年ごとに開

催する国際会議である。今年は米国の NIF レーザーが完成し、NIF 後の研究計画を議論

する場となった。アジアコアからは、日本、韓国、中国から最新データと将来計画の発

表を行い、欧米計画と共に検討した。また、レーザーによる電子加速の結果を基に、加

速器コミュニティーICFA と合同タスクフォースが組織されたので、その場に参加し、将

来計画の必要条件を検討した。NIF 後に起動する米国の新計画、欧州の ELI 計画に対応

するアジアの国際共同計画の必要性が議論された。 
 

２）超短パルスセラミックレーザーシンポジウム（LCS-6 との共催） 

これまで並列して研究されていた反応性焼結法とナノ結晶ベースの Non Reactive 

Sintering 法について系統的な損失評価をした結果を全体で議論した結果、米国、欧州の

計測研究の評価を含め、従来法である反応性焼結は、どうしても１桁以上散乱係数が大

きくなることということで、意見が一致した。結果として、反応性焼結法は様々な材料

を開発する発見的研究には有効だが、本当の高品質セラミック研究は、日本型製法に集

中するべきだとなった。 それとは別に、日本企業の技術を利用した新しいセラミック

ス、Disordered Crystal Ceramics ルミセラや CaF2 セラミックでレーザー発振が可能に

なるなど、新しい進歩があった。 

 

３）アジアコアセミナー「次世代超短パルスレーザー」 

  アジアコアプログラムのこれまでの活動を俯瞰し、次世代超短パルス固体レーザーの

将来のために、必要な技術的方向、現在ぶつかっていて解決しなければいけない技術的

ボトルネックを浮かび上がらせ、率直な意見交換から、研究方向を見出そうとして、ア

ジアコアセミナーを組織した。日本からの多くの研究者の参加を得るために、理研を会

場とし、中国、韓国、インド、その他から中核研究者を招待して、２日間のワークショ

ップを開催した。 
  米国の NIF、欧州の ELI（Extreme Light Infrastructure）計画の概要を紹介しながら、

現在のペタワットの 1000 倍強いエクサワットレーザーへの途を議論した。NIF までの大
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型、大口径レーザー開発による拡大則はすでに限界に達したので、これ以上の大型化は

不可能であることで一致した。したがって、もっとも基本的な研究方向はコヒーレント

ビーム加算であり、ELI 提案のファイバーレーザーのコヒーレント加算に対して、アジ

アからはセラミックレーザーと誘導ブリルアン散乱を用いた位相共役光学系応用を紹介

した。JTF の指摘にあるとおり、将来のレーザー加速コライダーは科学的に必要である

が、同時に、現時点では現実的なレーザーが未開発であることを確認し、これまでの研

究方向をさらに強化することになった。阪大、原研が示した光学的パラメトリック増幅

におけるコヒーレントビーム結合実験が検討され、さらに新しいスキームが可能である

と結論した。また、古くて新しい問題、高耐力光学薄膜の研究の必要性が指摘され、レ

ーザー損傷機構の物理学的研究が提起された。 
  各国の将来計画が披露され、日本からは LFEX レーザー技術を応用した単一ショット

エクサワットレーザーシステム激光エクサ計画、中国 IOP の５PW レーザー研究施設、

韓国 GIST の１PW→２PW 増強計画、インド TFRI の 100TW レーザー建設などが報告

され、国際協力が呼びかけられた。いずれにしても従来型の拡大則限界に達した現在、

1960 年以来、レーザーの 50 年の歴史を改めて振り返り、現在の技術から見て、改めて

挑戦する課題を選ぶべきだとなった。 
 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

  上海光学精密機械研究所のDr. J. Liが中国の夏期サバティカル制度を利用して電通大

レーザー研に滞在し、情報交換すると同時に、新しい研究方向について科学的な討論を

行った。Li博士はファイバーレーザーでラゲール・ガウスビームの発生に世界ではじめ

て成功した研究者である。一方、電通大レーザー研では博士課程学生のManasaさんがセ

ラミックレーザー共振器の中に球面収差の大きなレンズを挿入し、２つの異なった共振

モードが結合して発信することにより、非常に高次のラゲールガウスビームでレーザー

発振することに成功していた。両者を比較しながら、非回折的な振る舞いをするndfビー

ム発生の可能性について意見交換をした。その結果を持ち帰り、中国では引き続きファ

イバーレーザーにより、そして、日本側では固体レーザー共振器の工夫で、新しい現象

を生み出すことで合意した。互いに異なった装置、手法の実験データ、解析結果を持ち

寄ることで、ndfビーム発生のための有意義な研究交流の機会となった。 
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９．平成２２年度研究交流実績人数・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>

アメリカ 

<人/人日> 
ドイツ 

<人/人日>
合計 

日本 
<人／人日> 

実施計画 

 

10/29 8/23 5/19 
5/30 

(3/18) 
3/12 

31/113 

(3/18) 

実績 
4/18 

(1/2) 

9/45 

(1/2) 
 (2/7) 5/30 3/19 

21/112 

(4/11) 

中国 

<人／人日> 

実施計画 (9/52) 
 

  (2/12) (2/8) (12/42) 

実績 (13/65)   (1/6) (3/9) (17/80) 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 (5/13)  
 

 (2/12) (2/8) (9/33) 

実績 (5/14)   (3/18)  (8/32) 

インド 

<人／人日> 

実施計画 （3/8）   
 

（1/6）  （4/14） 

実績 (3/9)   （2/12）  （5/21） 

マレーシア

（日本側） 

<人／人日> 

実施計画        

実績 
1/3 

（1/2） 
     

1/3 

（1/2） 

ベトナム 

（日本側） 

<人／人日> 

実施計画        

実績 （1/2）      （1/2） 

台湾 

（日本側） 

<人／人日> 

実施計画        

実績 （1/2）      （1/2） 

合計 
<人／人日> 

実施計画 (17/73) 
10/29 

(0/0) 

8/23 

(0/0) 

5/19 

(0/0) 

5/30 

(8/48) 

3/12 

(4/16) 

31/113 

(29/107) 

実績 
1/3 

(24/94) 

4/18 

(1/2) 

9/45 

(1/2) 

0/0 

(2/7) 

5/30 

(6/36) 

3/19 

(3/9) 

22/115 

(37/150) 

 

※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・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 

 31 ／ 60 <人／人日> 8 ／ 24 <人／人日> 
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１０．平成２２年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

整理番号 R－1 研究開始年度 平成 20 年度 研究終了年度 平成 23 年度 

研究課題名 （和文）超高速光科学に関する研究 

（英文）Ultrafast Optical Science 
日本側代表者 

氏名・所属・職 
（和文）山内薫・東京大学・教授 

（英文）Kaoru Yamanouchi, University of Tokyo, Professor 
相手国側代表者 

氏名・所属・職 
韓国 Chang Hee Nam, KAIST, Prof.; 中国 Ruxin Li, SIOM, Prof.;  

インド Deepak Mathur, TIFR, Prof. 

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  2/6 2/6 4/12 

実績 1/4 4/17 5/21 

中国 
<人／人日> 

実施計画 (2/6)   (2/6) 

実績 (2/6)  (2/6) 

韓国 
<人／人日> 

実施計画 (1/3)   (1/3) 

実績 (1/3)  (1/3) 

インド 
<人／人日> 

実施計画 (1/3)   (1/3) 

実績 (1/3)   (1/3) 
マ レ ー シ ア

（日本側） 

<人／人日> 
実施計画     

実績 (1/2)   (1/2) 
ベトナム 

（日本側） 
<人／人日> 

実施計画     

実績 (1/2)   (1/2) 

合計 
<人／人日> 

実施計画 (4/12) 2/6 2/6 4/12 

(4/12) 

実績 
(6/16) 1/4 4/17 

5/21 

(6/16) 

② 国内での交流   (13/13) 人／人日 

２２年度の研

究交流活動 

高次高調波発生を含め、レーザー波長はより短波長領域に移行し、Ｘ線領

域に発展させる方向性を追求するため、実験データを共有しながら C、Oの

吸収エッジより短い、水の窓（４オングストローム）の波長に到達した。

若手研究者を韓国に派遣し、Nam 教授との研究交流を通じて、X線顕微鏡

への発展の道を探った。また、東大在学中博士課程学生を中国 SIOM 研究所

に派遣し、共同実験を行いながら、2波長同時励起方式の有効性を確認し

た。 

研究交流活動

成果 

高効率高次高調波発生の研究を応用して、X線自由電子レーザーのシード

光を開発し、軟 X線波長の自由電子レーザーの完全コヒーレント光源化、

高次高調波の短波長化に成功した。この結果、生物試料などの計測に威力

を発揮すると期待できる。 

日本側参加者数  

１８ 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ 中  ）国（地域）側参加者数 

２ 名 （１４－２（中）国（地域）側参加研究者リストを参照）

（ 韓  ）国（地域）側参加者数 

２ 名 （１４－３（韓）国（地域）側参加研究者リストを参照）

（ インド ）国（地域）側参加者数 

1 名 （１４－４（ インド）国側参加者リストを参照） 
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整理番号 R－2 研究開始年度 平成 20 年度 研究終了年度 平成 23 年度 

研究課題名 （和文）高強度光科学に関する研究 

（英文）High Field Science 
日本側代表者 

氏名・所属・職 
（和文）大道博行・原子力研究所・研究主幹 

（英文）Hiroyuki Daido, JAEA, Deputy Director of APRC 
相手国側代表者 

氏名・所属・職 
中国 Jie Zhang, IOP, Prof.; 韓 D.-K. Ko, GIST/ARPI, Prof.; 

インド P. D. Gupta, CAT, Director of Laser Plasma Division 

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 インド 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  4/12 4/12 2/8 10/32 

実績 
2/8 1/6 (1/4) 

3/14 

(1/4) 

中国 
<人／人日> 

実施計画 (2/6)    (2/6) 

実績 (2/6)   (2/6) 

韓国 
<人／人日> 

実施計画 (1/3)    (1/3) 

実績 (1/3)   (1/3) 

インド 
<人／人日> 

実施計画 (1/3)    (1/3) 

実績 (1/3)   (1/3) 

合計 
<人／人日> 

実施計画 (4/12) 4/12 4/12 2/8 10/32 

(4/12) 

実績 
(4/12) 2/8 1/6 (1/4) 

3/14 

(5/16) 

② 国内での交流   (13/13) 人／人日 

２２年度の研

究交流活動 

韓国、中国で相次いで稼働を開始した PW 級レーザーを用いた電子加速、

イオン加速の共同研究が始まった。これまで日本の原研光量子研で培った

PW 級レーザーのプリパルス除去技術、光・粒子計測技術について、日本側

メンバーが韓国 APRI の PW レーザー実験に参加し、米国に続いて GeV 以上

のエネルギーを持った単色電子線の加速に成功した。同様の共同研究は中

国の PW レーザーにも用意されつつあり、今年度は中国 IOP で準備してる

PW レーザー施設との交流を開始した。 

研究交流活動

成果 

高効率高次高調波発生の研究を応用して、X線自由電子レーザーのシード

光を開発し、軟 X線波長の自由電子レーザーの完全コヒーレント光源化、

高次高調波の短波長化に成功した。この結果、生物試料などの計測に威力

を発揮すると期待できる。 

日本側参加者数  

１7 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ 中  ）国（地域）側参加者数 

６ 名 （１４－２（中）国（地域）側参加研究者リストを参照）

（ 韓  ）国（地域）側参加者数 

６ 名 （１４－３（韓）国（地域）側参加研究者リストを参照）

（ インド ）国（地域）側参加者数 

４ 名 （１４－４（ インド）国側参加者リストを参照） 
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整理番号 R－3 研究開始年度 平成 20 年度 研究終了年度 平成 23 年度 

研究課題名 （和文）次世代超短パルスレーザーの開発 

（英文）Development of Next Generation Ultrashort Pulse Lasers 
日本側代表者 

氏名・所属・職 
（和文）植田 憲一・電気通信大学・教授 

（英文）Ken-ichi Ueda, U. Electro-Commun., Professor 
相手国側代表者 

氏名・所属・職 
中国 Jie Zhang, IOP, Prof.; 韓国 Chang Hee Nam, KAIST, Prof.; 

インド Deepak Mathur, TIFR, Prof. 

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 インド 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  3/9 1/3 1/3 5/15 

実績 
1/6 4/22 (1/3) 

5/28 

(1/3) 

中国 
<人／人日> 

実施計画 (2/6)    (2/6) 

実績 (2/6)   (2/6) 

韓国 
<人／人日> 

実施計画 (1/3)    (1/3) 

実績 (1/3)   (1/3) 

台湾 
（日本側） 
<人／人日> 

実施計画 0/0    0/0 

実績 (1/2)   (1/2) 

合計 
<人／人日> 

実施計画 (3/9) 3/9 1/3 1/3 5/15 

(3/9) 

実績 
(4/11) 1/6 4/22 (1/3) 

5/28 

 (5/14)

② 国内での交流   (9/9) 人／人日 

２２年度の研

究交流活動 

これまで主流として開発してきた酸化物結晶の透明セラミックス化に加

えて、CaF2, SrF2 などのフッ化物結晶材料の検討を本格化した。研究交流

にあたり、材料研究の持つ高度なノウハウについての技術開示は困難なの

で、一般科学として共有できる部分の拡大に努めた。大阪大学、中国 SIOM

等、大型非線形光学結晶育成の技術開発を結合する研究ネットワーク構築

に努力した。 

研究交流活動

成果 

 CaF2 セラミックスの高品質化に努力し、Nd 添加、Yb 添加 CaF2 のレーザ

ー発振に成功し、高い損傷強度が期待できる。今後は熱衝撃特性を単結晶

並みに高くする方策を探る計画である。 

日本側参加者数  

１５ 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ 中  ）国（地域）側参加者数 

１３ 名 （１４－２（中）国（地域）側参加研究者リストを参照）

（ 韓  ）国（地域）側参加者数 

６ 名 （１４－３（韓）国（地域）側参加研究者リストを参照）

（ インド ）国（地域）側参加者数 

７ 名 （１４－４（ インド）国側参加者リストを参照） 
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整理番号 R－4 研究開始年度 平成 20 年度 研究終了年度 平成 23 年度 

研究課題名 （和文）先端学術情報集約 

（英文）Data Base on Advanced Academic Informations 
日本側代表者 

氏名・所属・職 
（和文）植田 憲一・電気通信大学・教授 

（英文）Ken-ichi Ueda, U. Electro-Commun., Professor 
相手国側代表者 

氏名・所属・職 
中国 Jie Zhang, IOP, Prof.; 韓国 Chang Hee Nam, KAIST, Prof.; 
インド Deepak Mathur, TIFR, Prof. 

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 1/2 1/2 2/4 
実績 (1/2) (1/2) (2/4) 

中国 
<人／人日> 

実施計画 (1/2) (1/2)
実績 (1/2) (1/2)

韓国 
<人／人日> 

実施計画 (1/2) (1/2)
実績 (1/2) (1/2)

合計 
<人／人日> 

実施計画 (2/4) 1/2 1/2 2/4 
(2/4) 

実績 (2/4) (1/2) (1/2) 0/0
(4/8) 

② 国内での交流   (2/2) 人／人日 

２２年度の研

究交流活動 

新しい固体レーザー材料、非線形光学材料など、光学材料研究の拠点とし

て、電通大レーザー研、阪大レーザー研、中国上海セラミック研究所、山

東大学に加えて、厦門大学と関係が深く BBO, LBO などの開発で有名な福

建大学結晶学研究所とも連携して、材料データベース構築を拡大した。電

通大で整備したデータベースに新しいデータを集積すると同時に、これま

で発表された材料の特性を、実際に使用した結果と比較して、データのば

らつきを含めた評価に努めた。 

研究交流活動

成果 

 固体レーザー材料、非線形光学結晶など、次世代レーザーのための光学

材料のデータベース構築を進め、日本・中国の拠点研究所、結晶研究所、

大学で測定されたデータを共有データベースにまとめ、それらのデータの

信頼性評価を進め、系統的な損失評価をした結果を全体で議論した結果、

米国、欧州の計測研究の評価を含め、本当の高品質セラミック研究は、日

本型製法に集中するべきとなった。また、日本企業の技術を利用した新し

いセラミックス、Disordered Crystal Ceramics ルミセラや CaF2 セラミッ

クでレーザー発振が可能になるなど、新しい進歩があった。 

日本側参加者数  

２ 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ 中  ）国（地域）側参加者数 

１ 名 （１４－２（中）国（地域）側参加研究者リストを参照）

（ 韓  ）国（地域）側参加者数 

１ 名 （１４－３（韓）国（地域）側参加研究者リストを参照）

（ インド ）国（地域）側参加者数 

１ 名 （１４－４（ インド）国側参加者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

整理番号 S－1 
セミナー名 （和文）JSPS アジア研究教育拠点事業: 

 超高強度レーザーセミナー 
（英文）JSPS Asian CORE Program : Symposium on High Field 
Science in ICUIL 2010 

開催時期 平成 22 年 9 月 26 日 ～ 平成 22 年 10 月 1 日（6 日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）アメリカ ワトキンスグレン国際会議場 
（英文）Watkins Glen, NY, US 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）植田憲一・電気通信大学・教授 
（英文）Ken-ichi UEDA, UEC, 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) 

中国側: J. Zhang, IOP, Professor  

韓国側: J.-M. Lee, GIST, Professor 

 
参加者数 
   派遣先 
派遣元 セミナー開催国 

（ アメリカ  ） 

日本 
<人／人日> 

A. 5/30
B.
C.

中国 

<人／人日> 
A.
B.
C. 1/6

韓国 

<人／人日> 
A.
B.
C. 3/18

インド 

<人／人日> 

A.
B.
C. 2/12

合計 
<人／人日> 

A. 5/30
B.
C. 6/36

 
A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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セミナー開催の目的 高強度レーザー研究分野において、ICUIL は国際的に最も重要な会

議である。この場で、アジアコアプログラムにおける研究成果を発

表することは、世界の先端の超高出力レーザー研究グループに、こ

の事業の水準の高さを世に知らしめるのに絶好の機会である。主催

者の植田を始め、協力機関である東大、阪大、原研からのメンバー

が、それぞれの成果をセッションごとに報告し、より優れた成果を

目指すための新たな共同研究者を得、事業の活性化に努める。 
セミナーの成果  今年は、レーザー５０年の記念年であり、米国の巨大レーザー施

設 NIF が完成し、さらに欧州連合で 200-500PW という超高出力レー

ザー研究施設である ELI プロジェクトが正式にスタートした、とい

う歴史的なイベントを背景に、現在の研究進行状況の報告と今後の

方向についての検討を中心課題とした。これら欧米の研究進展と同

期するように、アジアコアのメンバー研究機関でも、超高出力レー

ザー開発が進んでおり、韓国 UQBF/GIST から世界で最初のペタワッ

ト・チタンサファイアレーザーシステム（1PW, 30fs, 0.1Hz）の開

発成功が報告され、SIOM 研究所からは PW レーザーシステムの開発

成功が報告された。日本からは、LFEX レーザーシステム（10kJ、

10ps）の稼働開始報告が行われ、同技術を応用したエキサワットレ

ーザーGEKKO-EXA の計画が検討され、170nm という広帯域増幅利得

を確認したことは、世界的な成果として評価された。 

セミナーの運営組織 JSPS セミナー実施責任者：植田憲一・電気通信大学・教授 
                        : J. Zhang, IOP, Professor  
                        : J.-M. Lee, GIST, Professor 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容              金額 
旅費（5 名）                    1,783 千円 
その他の経費             87 千円 
 

（中）国（地域）側 内容              金額 
旅費（1 名）             250 千円 
その他の経費             50 千円 

（韓）国（地域）側 内容              金額 
旅費（2 名）            500 千円 
その他の経費            100 千円 

（インド）国（地域）

側 
内容              金額 
旅費（2 名）             500 千円 
その他の経費            100 千円 
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参加者数 

 
   派遣先 
派遣元 セミナー開催国 

（ ドイツ  ） 

日本 
<人／人日> 

A. 3/19
B.
C.

中国 

<人／人日> 

A.
B.
C. 3/9

合計 
<人／人日> 

A. 3/19
B.
C. 3/9

 
A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
 
 
 
 
 
 

整理番号 S－2 
セミナー名 （和文）JSPS アジア研究教育拠点事業: 超短パルスセラミック

レーザーシンポジウム 
（英文）JSPS Asian CORE Program: The 6th Laser Ceramics 
Symposium 

開催時期 平成 22 年 12 月 6 日 ～ 平成 22 年 12 月 8 日（3 日間） 
開催地（国（地域）名、

都市名、会場名） 
（和文）ドイツ、ミュンスター大学 
（英文）Munster University, Germany 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）植田憲一・電気通信大学・教授 
（英文）Ken-ichi UEDA, UEC, 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) 

中国 Shiwei Wang, SIC, Professor 
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セミナー開催の目的  アジアコアプログラムの中核を成すセラミックレーザー研究成

果における電通大植田、白川らからの報告を中心にセミナーを開

催する。セラミックレーザー研究への欧州からの関心はますます

拡がっており、2009 年のスペインに続き、今年はドイツ・ミュン

スターでセミナーを開催する。世界に先駆けてセラミックレーザ

ー研究分野を確立した電通大レーザー研によるセミナーで、各国

の研究者の関心をこの事業へ向け、より一層の共同研究体制を整

える。さらに、光学データベースの情報収集も行う。 
セミナーの成果 今回の LCS-６はドイツ、ミュンスター大学光学研究所が実行委員

会を組織して講演、意見交換を行い、最終日には光学研究所にお

けるセラミック研究の見学会を行った。ドイツで始めて開催され

たこともあり、ちょうど、レーザーの誕生５０年と重なったので、

植田による「５０年にわたるレーザー結晶とレーザーセラミック

の研究は我々をどこへ導こうとしているのか？」と題する開会講

演で始まり、セラミックレーザー材料の開発研究およびその応用

方向についての講演と意見交換を行った。会議の議論、意見交換

の結果として、レーザーの高出力化限界を決めている要素である

誘電体薄膜の損傷機構と関連づけて、フッ化物誘電体における電

子の再結合過程に注目することで、超短パルス、超高出力レーザ

ーのための新しい研究を作り出すことができるという指摘が行わ

れたことは重要である。今回の議論を基礎として、各地で研究を

展開し、その成果をシンガポールで開催される次回の会議で検討

することを約束して、有意義な会議を終了した。 

セミナーの運営組織 JSPS セミナー実施責任者：植田憲一・電気通信大学・教授 
                         Shiwei Wang, SIC, Professor 
 

開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容              金額 
旅費（3 名）           888 千円 
その他の経費              千円 

（中国）国（地域）側 内容              金額 
旅費（3 名）            750 千円 
その他の経費            150 千円 

（  ）国（地域）側 内容              金額 
旅費（0 名）                千円 
その他の経費                千円 
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整理番号 S－3 
セミナー名 （和文）JSPS アジア研究教育拠点事業:  

「次世代超短パルスレーザーセミナー」 
（英文） 
JSPS Asian CORE Program: Workshop on Technological 
Bottleneck Problem 

開催時期 平成 23 年 3 月 2 日 ～ 平成 23 年 3 月 4 日（3 日間） 
開催地（国（地域）名、

都市名、会場名） 
（和文）日本 理化学研究所 
（英文）RIKEN, Japan 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）植田憲一・電気通信大学・教授 
（英文）Institute for Laser Science, UEC, Director 

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) 

 

 
参加者数 
 
   派遣先 
派遣元 セミナー開催国 

（  日本  ） 

日本 
<人／人日> 

A. 8/24
B.
C. 8/24

中国 

<人／人日> 

A.
B.
C. 5/15

韓国 

<人／人日> 

A.
B.
C. 1/3

インド 

<人／人日> 

A.
B.
C. 1/3

マレーシア 

（日本側） 

<人／人日> 

A. 1/3
B.
C.

合計 
<人／人日> 

A. 9/27
B.
C. 15/45

 
 
A.セミナー経費から負担 
B.共同研究・研究者交流から負担 
C.本事業経費から負担しない（参加研究者リストに記載されていない研究者は集計しない

でください。） 
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セミナー開催の目的 これまでの研究状況を反映して、次世代超短パルスレーザー技術

について、総合的に検討するアジアコアセミナーを開催する。 

セミナーの成果 米国の NIF、欧州の ELI 計画の概要を紹介しながら、現在のペタ

ワットの 1000 倍強いエクサワットレーザーへの途を議論した。 
 NIF までの大型、大口径レーザー開発による拡大則はすでに限

界に達したので、これ以上の大型化は不可能であることで一致し

た。アジアからはセラミックレーザーと誘導ブリルアン散乱を用

いた位相共役光学系応用を紹介した。 
現時点では現実的なレーザーが未開発であることを確認し、これ

までの研究方向をさらに強化することになった。また、古くて新

しい問題、高耐力光学薄膜の研究の必要性が指摘され、レーザー

損傷機構の物理学的研究が提起された。 
セミナーの運営組織 セミナー開催責任者：植田憲一・電気通信大学・教授 

 
開催経費

分担内容

と概算額 

日本側 内容              金額 
旅費（9 名）          295 千円 
日本側メンバー外国旅費     103 千円 
謝金              156 千円 
その他の経費           75 千円 

（中国）国（地域）側 内容              金額 
旅費 （5 名）          750 千円 

（韓国）国（地域）側 内容              金額 
旅費 （1 名）         250 千円 

（インド）国（地域）

側 

内容              金額 
旅費 （1 名）         300 千円 
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１０－３ 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> 
インド 

<人／人日> 
計 

<人／人日> 

日本 
<人／人日> 

実施計画  2/8 2/8 

実績  0/0 0/0 

中国 
<人／人日> 

実施計画 (1/30)  (1/30) 

実績 (1/30)  (1/30) 

合計 
<人／人日> 

実施計画 
(1/30) 2/8 

2/8 

(1/30) 

実績 (1/30) 0/0 (1/30) 

国内での交流       人／人日 

 

 

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 

上海光機研究所・

教授 

Jianlang Li 

日本・東京

都・電気通信

大学 

平成 22年 7月

15 日〜8 月 13

日 

電気通信大学レーザー研における研

究交流 
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１１．平成２２年度経費使用総額 

 経費内訳 金額（円） 備考 

研究交流経費 
国内旅費 519,145  

外国旅費 4,325,826  

謝金 258,850  

備品・消耗品購入費 2,292,762  

その他経費 163,417  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

0  

計 7,560,000  

委託手数料 756,000  

合  計 8,316,000  

 
１２．四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 497,365 3/18 

第２四半期 1,871,204 5/30 

第３四半期 1,564,157 8/43 

第４四半期 3,627,274 14/48 

計 7,560,000 30/139 

 
１３．平成２２年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２２年度使用額 

（日本円換算額） [単位：現地通貨] 

中国 2,500,000 [  元  ] 

韓国 2,000,000 [ ウォン ]  

インド 3,000,000 [ ルピー ] 

※ 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。 


