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アジア研究教育拠点事業 
平成２３年度 実施報告書 

 

 

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 

（ 韓 国 ） 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.html                                                                             

 

 

３．開始年度 

平成 23 年度（ 1 年目） 

 

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）：総長 平野俊夫 

 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：工学研究科 教授 田中和夫 

 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（地域）名：中国 

拠点機関：（英文）Shanghai Jiao Tong University（SJTU） 

      （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 

 協力機関：（英文）University of Science and Technology of China（USTC） 

（和文）中国科学技術大学 

 

http://www.eei/
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（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（地域）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）Principle Investigator Yongjoo Rhee 

 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 

 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）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 

 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 

（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 
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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、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

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．平成２３年度研究交流目標 

【研究協力体制】初年度は、日本、アジアからの拠点を中心とする参加機関、研究者がお

互いに研究内容の情報交換を行い、共同研究の設定をする。設定にあたり、５つの基軸テ

ーマの責任者がリードして行う。既に実績のある研究者は、共同研究を開始する。 

【学術的観点】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つの基軸テーマを展開する。この

ほかにも情報工学による高エネルギー密度研究のデータ処理手法を導入する。 

【若手研究者養成】共同研究の設定、実施に関しては、既に豊富な共同研究経験を持つシ

ニア研究者と若手研究者がペアを組む。このペアを組む手法により若手は、シニアの持つ
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共同研究設定、実施のノウハウを実地で学ぶ事が出来る。さらに新しい共同研究を発展さ

せるのに、自らのオリジナリティを加えることが出来より効率的な共同研究を次世代の若

手が構築することが出来る。 

 

７．平成２３年度研究交流成果 

（交流を通じての相手国からの貢献及び相手国への貢献を含めてください。） 

７－１ 研究協力体制の構築状況 

上記でも述べたように、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本の基軸テーマに関

して研究協力体制を構築した。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、

④粒子加速に関しては、大阪大学が中心となりインド、中国、韓国と共同研究が開始され

た。特にインドとは、平成 23年度にインドアウランガバードにてワークショップを開催し、

インド側は、インド国内全域から高エネルギー密度科学に関連する大学、研究所から多く

の参加を募り日本側も大阪大学、関西光科学研究所、核融合科学研究所、名古屋大学など

からの参加があった。このワークショップでは、双方から研究協力体制への要望、具体的

な共同研究内容に関する突っ込んだ議論が行われた。 

③実験室宇宙物理に関しては、北京物理院等でのワークショップで研究協力体制の構築が

話合われた。阪大の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。双方の利点を活かして実験とシミュレーショ

ンの課題を分担し、引き続き平成 24年度もワークショップ形式研究を進めることとなった。 

⑤極限環境下の材料科学においては、現在大阪大学と核融合科学研究所の共同研究成果で

韓国漢陽大学の専門知識（分子動力学）が必要となっており、双方議論を数回にわたり行

った。この議論を継続することで韓国とも共同研究が発展することとなる。 

さらに、阪大と韓国原子力研究所では、実験装置の立ち上げとそれに続く共同実験が議論

された。これにより、双方が協力して進める研究体制が立ち上がる。 

 

７－２ 学術面の成果 

(1)阪大・IPR(Institute of Plasma Research, India)との共同研究成果が、平成 23 年 9

月 12 日～16 日に Bordeaux, France で開催された IFSA (Inertial Fusion, Sciences and 

Applications)に於いて阪大側から発表された。この成果は、論文として平成 24 年前半に

IOP(Inst. of Physics)の Journal of Physics: Conrerence Seriesに掲載される。本事業

代表者は、この IFSA国際会議共同議長を務めた。 

（2）IPRの大学院生、Yadav Sharad の博士課程研究に関して、IPRより博士論文審査を依

頼された。この研究内容は、共同研究に深く関わっており審査を行った。Y. Sharadは、理

学博士を取得した。是を受けて IPRの希望で、学振の特別研究員制度での招聘を試みたが、

二年にわたり応募を続けたが、審査に受からなかった。このため YSは、米国へのポスドク

としてこの共同研究から離れてしまう事となり残念な結果となった。 
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（3）平成 23年 11月 26日～11月 30日金沢全日空ホテルにおいてアジア研究教育事業：ア

ジア研究教育拠点事業のスタートアップワークショップを開催した。 

 

 
図 1  アジア研究教育拠点事業：アジア研究協力事業 スタートアップワークショップ 
インド、中国、韓国の拠点研究機関及び日本からの参加者。これに先駆けて行われた
PLASMA CONFERENCE 2011（平成 23 年 11 月 22 日～25 日、於金沢石川音楽堂）にお
いても 2 名の参加者が招待講演を行ったことは、PC2011 組織委員会側からも高く評価され
た。 
 

（4）PLASMA CONFERENCE 2011（平成 23 年 11 月 22 日～25 日、於金沢石川音楽堂）

においても 2 名の参加者が招待講演を行った。両方の講演内容は、高エネルギー密度科学

において重要とされている高速電子のエネルギー輸送に関するものであった。 

【PC2011 に於けるアジア研究教育拠点事業参加者の招待講演リスト】 

 PC 2011 25A04 

Guiding and Collimation of Electron Current Pulse in a Plasma 

A. Das, IPR, (アジア研究教育拠点事業 拠点機関、India) 

 PC2011 25A05 

Collisional Effects on Beam Transport in Dense Plasma 

Z. Sheng, Shanghai Jiao Tong University, China(アジア研究教育拠点事業 拠点機関、

中国) 

（5）釜山大学 韓国物理学会において招待講演（平成 23年 10月 19日～21日） 

大阪大学 大学院 工学研究科電気電子情報工学専攻 兒玉了祐教授。韓国の物理学会に

世界第一線での研究成果として、新物質創成などに関して高性能レーザーを使った研究手

法を紹介した。 

（6）大阪大学から韓国原子力研究所（アジア研究教育拠点事業拠点機関、韓国）訪問（平

成 23年 10月 24日～27日、平成 24年 3月 14日～17日)。阪大宮永憲明教授は、韓国拠点

機関の Yong-Joo RHEE 教授とレーザービームコヒーレント結合に関する議論を行い共同研
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究継続を確認した。 
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図 2 アジア研究教育拠点事業スタートアップワークショップのプログラム 
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（7）立命館大学から上海光学精密機械研究所を訪問（平成 23 年 7 月 14 日～18 日）。立命

館大学陳延偉教授は、上海光学精密機械研究所を訪問し、Diayuan Fan 教授らと X 線プラ

ズマ画像計測のイメージプロセスに関して共同研究を開始するための議論を行った。 

（8）インドアウランガバードにてワークショップを開催した（平成 24 年 1 月 14 日～20

日、アウランガバード、インド）。インド側の参加者は、ほぼインド全域から高エネルギー

密度科学に関わる大学・研究機関からの参加者が出席した。日本からは、大阪大学はもと

より、関西光科学研究所、核融合科学研究所、名古屋大学からの参加があり、全員が英語

による発表を行った。共同研究に関しての具体的な議論を行われた。関西光科学研究所と

インド側において新たに、イオン加速などで共同研究が検討されることとなった。 

（9）中国 Institute of Physics においてワークショップを開催した（平成 23 年 10 月 18 日

～23 日、北京、中国）。中国側の参加者は、IAPCM（北京応用物理計算数学研究所）、NAOC(中

国科学院国家天文台)からも参加があり、大阪大学のレーザー装置を使った共同研究が合意

された。宇宙の無衝突衝撃波に関する共同研究実施が合意された。 

（10）大阪大学大学院工学研究科電気電子情報工学専攻 伊瀬敏史教授は、ITT(Indian 

Institute of Technology)を訪問し高エネルギー密度システム（特に電源開発）に関して議論

を行い今後の共同研究を進めることを合意した。 

（11）東京工業大学 長井圭治准教授は、レーザー核融合研究所を訪問した（平成 23 年 8

月 25 日～28 日）。中国に於いてナノ構造ターゲット開発について共同研究を行い、論文執

筆も進めることで合意した。 

（12）核融合科学研究所 廣岡慶彦教授は、代表田中とともに、韓国原子力研究所及び漢

陽大学を訪問した（平成 23 年 5 月 16 日～19 日）。韓国が得意とする分子動力学による共

同研究参加を打診し了解を得た。 

 

７－３ 若手研究者養成 

(1) ASHULAスタートアップワークショップにおいて図１に示すように、10名以上の大学院

生が、阪大を中心として名古屋大学などからも参加した。若手助教とともに、2名の博士課

程大学院生は、高速電子のエネルギー輸送及び、ナノ構造ターゲットの磁場生成に関して

英語での発表も行った。 

(2) 平成 24年 1月のインドアウランガバードにてワークショップを行った際も、阪大を中

心として若手助教 1 名と 3 名の大学院生が参加し、高エネルギー密度科学に関する共同研

究に参加することなどが決定された。具体的には、磁場計測を得意とするインド側のメリ

ットを活かして、阪大側により現在分野に於いて関心の高いワイベル磁場不安定性に関し

て実験設計を行う事が合意された。 

(3) 平成 23年 8月に中国を訪問した長井圭治（東工大）准教授は、大学院生を同道し、レ

ーザーを照射するターゲット材料の共同研究を中国レーザー研などと開始した。大学院生

は、その共同研究実施法を学ぶ事が出来た。 

(4) 平成 23 年 11 月に韓国を訪問した田中覚（立命館大学）教授は、プラズマ挙動のイメ

ージング研究を議論するために大学院生を同道し、共同研究の議論を実施し、大学院生は、
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その共同研究実施法を学ぶ事が出来た。 

 

７－４ 社会貢献 

PLASMA CONFERENCE 2011 は、国内最大規模であり、基礎から応用までを網羅した世界にも

類を見ない大規模（参加者 1000人超）なものであった。会議は、金沢市民にも開放された

イブニングセッションも設けられており、広くプラズマ科学の最先端の情報発信を行う事

が目的であった。アジア研究教育拠点事業代表は、この会議のプログラム副委員長として

会議立ち上げ段階から会議運営に関わってきた。アジア研究教育拠点事業からこの会議の

国際セッションにおける招待講演者二名を推薦し、且つインド、中国、韓国からは、アジ

ア研究教育拠点事業の一環として Prof. R. Kumar, Prof. M. Krishnamurthy (以上インド

TIFR), Prof Amita Das, Prof PK. Kaw(以上インド IPR), Prof.Zheng-Ming Sheng(中国上

海交通大学)、Prof Y. Li(中国 Inst. of Physics), Prof. Anle Lei（上海光学精密機械研

究所）、Prof.Y. Rhee(韓国、原子力研究所)等の相手国マッチングファンドでの参加を実現

した。これらの参加者の存在は、この会議の国際セッションを支える非常に重要な要素と

認識された。この理由により、アジア研究教育拠点事業は、会議の後援組織として位置づ

けられた。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

アジア研究教育拠点事業は、初年度後半のスタートにも拘わらず、参加メンバー全員がス

タートアップワークショップにおいてその組織、運営形態、目的を共有することができ非

常に良いスターを切ることが出来た。またこの前後から始まった相互訪問では、各メンバ

ーやグループによる共同研究やその成果の具体化が、国際会議発表や論文として結実し始

めるなど明確にそのこの事業の機能が発揮されていることが判る。今後は、この勢いを継

続してさらに発展させることが重要な課題である。 

 

問題点としては、上記「学術面の成果」でも触れたが、共同研究では、参加各国の機関か

ら、日本の拠点機関などに長期（～2年）にわたり滞在が必要となる。 

現在この事業では、パターン 1 の経費分担で進めているので、より効率よく共同研究等を

推進しようとすると、学振の外国人招聘プログラムに応募することも考えられる。しかし、

この招聘プログラムは、大変な倍率であるようで、この数年何度も応募を試みているが全

て審査を通らないという結果になっており残念である。代表者等は、その他の研究経費の

獲得を通じてこうした長期招聘による外国人若手研究者のアジア研究教育拠点事業への参

加を継続して試みている。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２３年度論文総数    2本 

 相手国参加研究者との共著  0本 

  （※ 「本事業名が明記されているもの」を計上・記入してください。）   
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  （※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入してください。） 

８．平成２３年度研究交流実績概要 

 ※「１０．平成２３年度研究交流実績状況」の概要について記載してください。 

８－１ 共同研究 

[1]若手育成方針で述べた我が国と相手国のシニア・若手研究者のマッチングペアを基軸テ

ーマ（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、⑤極限環境下の材料科学）に対して組織する。これにより共同研究テーマ・ス

ケジュールの具体計画を作成する。セミナーは、初年度は、事業のキックオフを11月に計

画する。このセミナーでは、アジアの主要な研究機関から研究発表を行い、日本側研究者

と議論することで共同研究の枠組みを立ち上げる。 

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、④粒子加速に関しては、大阪

大学が中心となりインド、中国、韓国と共同研究が開始された。特にインドとは、平成 23

年度にインドアウランガバードにてワークショップを開催し、インド側は、インド国内全

域から高エネルギー密度科学に関連する大学、研究所から多くの参加を募り日本側も大阪

大学、関西光科学研究所、核融合科学研究所、名古屋大学などからの参加があった。この

ワークショップでは、双方から研究協力体制への要望、具体的な共同研究内容に関する突

っ込んだ議論が行われた。 

③実験室宇宙物理に関しては、北京物理院等でのワークショップで研究協力体制の構築が

話合われた。阪大の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。双方の利点を活かして実験とシミュレーショ

ンの課題を分担し、引き続き平成 24年度もワークショップ形式研究を進めることとなった。 

⑤極限環境下の材料科学においては、現在大阪大学と核融合科学研究所の共同研究成果で

韓国漢陽大学の専門知識（分子動力学）が必要となっており、双方議論を数回にわたり行

った。この議論を継続することで韓国とも共同研究が発展することとなる。 

（1）釜山大学 韓国物理学会において招待講演（平成 23 年 10 月 19 日～21 日） 

大阪大学 大学院 工学研究科電気電子情報工学専攻 兒玉了祐教授。韓国の物理学会に

世界第一線での研究成果として、新物質創成などに関して高性能レーザーを使った研究手

法を紹介した。 

（2）大阪大学から韓国原子力研究所（アジア研究教育拠点事業拠点機関、韓国）訪問（平

成 23 年 10 月 24 日～27 日、平成 24 年 3 月 14 日～17 日)。阪大宮永憲明教授は、韓国拠

点機関の Yong-Joo RHEE 教授とレーザービームコヒーレント結合に関する議論を行い共

同研究継続を確認した。 

（3）立命館大学から上海光学精密機械研究所を訪問（平成 23 年 7 月 14 日～18 日）。立命

館大学陳延偉教授は、上海光学精密機械研究所を訪問し、Diayuan Fan 教授らとｘ線プラ

ズマ画像計測のイメージプロセスに関して共同研究を開始するための議論を行った。 

（4）インドアウランガバードにてワークショップを開催した（平成 24 年 1 月 14 日～20

日、アウランガバード、インド）。インド側の参加者は、ほぼインド全域から高エネルギー

密度科学に関わる大学・研究機関からの参加者が出席した。日本からは、大阪大学はもと
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より、関西光科学研究所、核融合科学研究所、名古屋大学からの参加があり、全員が英語

による発表を行った。共同研究に関しての具体的な議論を行われた。関西光科学研究所と

インド側において新たに、イオン加速などで共同研究が検討されることとなった。 

（5）中国 Institute of Physics においてワークショップを開催した（平成 23 年 10 月 18 日

～23 日、北京、中国）。中国側の参加者は、IAPCM（北京応用物理計算数学研究所）、NAOC(中

国科学院国家天文台)からも参加があり、大阪大学のレーザー装置を使った共同研究が合意

された。宇宙の無衝突衝撃波に関する共同研究実施が合意された。 

（6）大阪大学大学院工学研究科電気電子情報工学専攻 伊瀬敏史教授は、ITT(Indian 

Institute of Technology)を訪問し高エネルギー密度システム（特に電源開発）に関して議論

を行い今後の共同研究を進めることを合意した。 

（7）東京工業大学 長井圭治准教授は、レーザー核融合研究所を訪問した（平成 23 年 8

月 25 日～28 日）。中国に於いてナノ構造ターゲット開発について共同研究を行い、論文執

筆も進めることで合意した。 

（8）核融合科学研究所 廣岡慶彦教授は、代表田中とともに、韓国原子力研究所及び漢陽

大学を訪問した（平成 23 年 5 月 16 日～19 日）。韓国が得意とする分子動力学による共同

研究参加を打診し了解を得た。 

 

８－２ セミナー 

初年度は拠点事業参加者全員対象のスタートアップミーティングを金沢で行い、本研究計

画の概要説明、ねらい、次年度からの交流計画の詳細などを議論し、参加者の理解と意欲

を高めた。アジアの主要な研究機関から、研究発表を行ってもらい、日本側も主要な研究

者から研究発表を行い、共同研究の摺り合わせを行った。若手の積極的参加を促し、今後

の共同研究の中心となれるよう、シニア研究者とペアを組み共同研究のスタートを切った。

（図 1参加者集合写真、図 2スタートアップワークショッププログラム） 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

既に 8-1･共同研究以外の共同研究実績をもつ研究者が複数この事業に参加しており、こう

した研究者は、積極的に共同研究を開始した。また新たに個人レベルで共同研究をスター

トさせたいという意志を持つ研究者には、アジアから参加する三カ国の中から適宜大学、

研究機関を選んで共同研究の打診を行った。 

(1) 立命館大学から上海光学精密機械研究所を訪問（平成 23 年 7 月 14 日～18 日）。立命館

大学陳延偉教授は、上海光学精密機械研究所を訪問し、Diayuan Fan 教授らとｘ線プ

ラズマ画像計測のイメージプロセスに関して共同研究を開始するための議論を行った。 

(2) 大阪大学大学院工学研究科電気電子情報工学専攻 伊瀬敏史教授は、ITT(Indian 

Institute of Technology)を訪問し高エネルギー密度システム（特に電源開発）に関して

議論を行い今後の共同研究を進めることを合意した。 

(3) 東京工業大学 長井圭治准教授は、レーザー核融合研究所を訪問した（平成 23 年 8 月

25 日～28 日）。中国に於いてナノ構造ターゲット開発について共同研究を行い、論文執
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筆も進めることで合意した。 

(4) 核融合科学研究所 廣岡慶彦教授は、代表田中とともに、韓国原子力研究所及び漢陽大

学を訪問した（平成 23 年 5 月 16 日～19 日）。韓国が得意とする分子動力学による共同

研究参加を打診し了解を得た。 
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９．平成２３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> 

 

<人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画  11/52 7/36 4/51  22/139 

実績 10/66 6/24 8/49  24/139 

中国 

<人／人日> 

実施計画 (11/38)     (11/38) 

実績 (4/19)    (4/19) 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 (9/35)     (9/35) 

実績 (1/3)    (1/3) 

インド 

<人／人日> 

実施計画 (5/23)     (5/23) 

実績 (5/34)    (5/34) 

 

<人／人日> 

実施計画       

実績      

合計 

<人／人日> 

実施計画 (25/96) 11/52 7/36 4/51  22/139(25/96) 

実績 (10/56) 10/66 6/24 8/49  24/139(10/56) 

 

※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 

   26／68  <人／人日>  33／57（1/2） <人／人日> 
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１０．平成２３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 H23 研究終了年度 H27 

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 

（英文）Hideaki Habara, GSE, Osaka Univ., Assoc. Professor 

相手国側代表者氏

名・所属・職 

Predhiman K Kaw, Institute of Fundamental Research(IPR), India, Director 

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 ｲﾝﾄﾞ 中国 韓国 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  3/45   3/45 

実績 4/24 2/6 2/8 8/38 

ｲﾝﾄﾞ 

人／人日 

実施計画 (1/7)    (1/7) 

実績     

中国 

人／人日 

実施計画      

実績     

 韓国 

人／人日 

実施計画      

実績     

合計 

人／人日 

実施計画 (1/7) 3/45   3/45(1/7) 

実績  4/24 2/6 2/8 8/38 

② 国内での交流       22人／28人日 

２３年度の

研究交流活

動 

Ｈ２２年度に別財源で行った共同研究に引き続き、TIFRにおいて相対論的高

強度レーザー装置を用い、固体プラズマとの相互作用により生成する高速電

子の“その場”計測に関する共同実験を行った。さらに前年度までの実験結

果に関してインド側の研究者、大学院生らと議論を行った。 

研究交流活

動成果 

金沢スタートアップワークショップ及びアラウンガバードワークショップ

（インド）において、共同研究の詳細が具体化した。2012年 6月にはインド

において共同実験を実施する。中国とも共同研究実施が具体化しつつある。 

日本側参加者数  

32 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（中国）国（地域）側参加者数 

33 名 （１４－２中国側参加研究者リストを参照） 

（韓国）国（地域）側参加者数 

11 名 （１４－３韓国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インド側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－2 研究開始年度 H23 研究終了年度 H27 

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 

（英文）Youichi Sakawa/ ILE OSAKA Univ/ Associate Professor 

相手国側代表者

氏名・所属・職 

Yutong Li, IOP 中国, 教授 

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 ｲﾝﾄﾞ 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  3/9  3/9 

実績 5/25 1/7 6/32 

中国 

<人／人日> 

実施計画 (3/10)   (3/10) 

実績    

ｲﾝﾄﾞ 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 (3/10) 3/9  3/9(3/10) 

実績  5/25 1/7 6/32 

② 国内での交流       1人／3人日 

２３年度の研

究交流活動 

中国 Institute of Physics(IOP)を訪問し、22年度に大阪大学保有の激光

XII号レーザーを用いて行った無衝突衝撃衝撃波とプラズマジェット生成

に関する日中共同研究の宇宙衝撃波に関するデータ解析と、23年度実験の

計画立案に関する打合せを行った。 

 

研究交流活動

成果 

IOP,IAPCM 側と打合せの結果、共同研究実験実施を合意した。双方で課題

の分担を行い、継続的に共同研究を実施できる体制を作った。 

日本側参加者数  

5 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（中国）国（地域）側参加者数 

11 名 （１４－２中国側参加研究者リストを参照） 

（韓国）国（地域）側参加者数 

1 名 （１４－３韓国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－3 研究開始年度 H23 研究終了年度 H27 

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 

（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 

Zhenming Sheng/Shanghai Jiao Tong Univ./Professor 

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 韓国 中国 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  3/15 5/25 8/40 

実績 1/3  1/3 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 (3/12)   (3/12) 

実績    

中国 

<人／人日> 

実施計画 (4/12)   (4/12) 

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 (7/24) 3/15 5/25 8/40(7/24) 

実績  1/3  1/3 

② 国内での交流       0人／0人日 

２３年度の研

究交流活動 

電磁波放射の新しいメカニズムとしてプラズマデバイスによるラヘルツ生

成が注目を集めている。韓国、中国側と計算シミュレーションを含めて共

同研究を立ち上げた。 

 

研究交流活動

成果 

韓国物理学会において招待講演を行うとともに、KAERI,漢陽大学との共同

研究を開始した。 

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）国（地域）側参加者数 

4 名 （１４－２中国側参加研究者リストを参照） 

（韓国）国（地域）側参加者数 

3 名 （１４－３韓国側参加研究者リストを参照） 
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整理番号 R－4 研究開始年度 H23 研究終了年度 H27 

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 

（英文）Noriaki Miyanaga, Osaka Univ., Professor 

相手国側代表

者 

氏名・所属・

職 

Dr Yongjoo RHEE/KAERI/Principal Investigator 

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 韓国  計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日> 

日本 

 <人／人日> 

実施計画  3/15  3/15 

実績 2/8  2/8 

韓国 

<人／人日> 

実施計画 (2/7)   (2/7) 

実績    

 

<人／人日> 

実施計画     

実績    

合計 

<人／人日> 

実施計画 (2/7) 3/15  3/15(2/7) 

実績  2/8  2/8 

② 国内での交流       0人／0人日 

２３年度の研

究交流活動 

Ｈ２２年度に別財源で共同研究の準備が整った。これに従い具体的に高繰

返し性能などのレーザー開発研究について韓国側の研究者、大学院生らと

議論を行った。 

研究交流活動

成果 

韓国 KAERI との相互訪問でレーザードライバー開発に関して具体項目を確

認し、共同研究を継続することを合意した。 

日本側参加者数  

5 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（韓国）国（地域）側参加者数 

4 名 （１４－３韓国側参加研究者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

整理番号 S－1 

セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業－高強度フォトン

を使うプラズマ研究スタートアップ－ 

（英文）Start Up for Plasma Research Using Strong Photon 

under JSPS Asian Core Program 

開催時期 平成 23 年 11 月 29 日 ～ 平成 23 年 11 月 30 日（2 日間） 

開催地（国名、都市名、

会場名） 

（和文）日本、石川県金沢市、ANA クラウンプラザホテル金沢 

（英文）Japan,Kanazawa,ANA CROWNE PLAZA HOTEL 

日本側開催責任者 

氏名・所属・職 

（和文）田中和夫・大阪大学・教授 

（英文）Kazuo Tanaka, Osaka University, 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) 

 

 

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. 9/24 

B. 8/13 

C. 1/2 

 

中国 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 4/19 

 

韓国 

<人／人日> 

A.  

B.  

C. 1/3 

 A.  

インド B.  

<人／人日> C. 5/34 

 

合計 

<人／人日> 

A. 9/24 

B. 8/13 

C. 11/58 

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 初年度は拠点事業参加者全員対象のスタートアップミーティング

を金沢（予定）で行い、本研究計画の概要説明、ねらい、次年度か

らの交流計画の詳細などを議論し、参加者の理解と意欲を高める。

アジアの主要な研究機関から、研究発表を行ってもらい、日本側も

主要な研究者から研究発表を行い、共同研究の摺り合わせを行う。 

この事業を開始するにあたり、国内参加研究者は、アジアからの参

加大学、研究機関の概要を把握する必要がある。このためにスター

トアップセミナーを開催し、初日にアジアからの参加大学、研究機

関からのレビュー発表を実施する。 

同様にアジアからの参加大学、研究機関も日本側の研究概要を把握

する必要がある。アジアからの参加研究者も日本側からのレビュー

発表を聞くことで概要を知ることが出来る。第二日は、具体的な共

同研究の協議を行う。 

セミナーの成果 初年度は拠点事業参加者全員対象のスタートアップミーティング

を金沢で行い、本研究計画の概要説明、ねらい、次年度からの交流

計画の詳細などを議論し、参加者の理解と意欲を高めた。アジアの

主要な研究機関から、研究発表を行ってもらい、日本側も主要な研

究者から研究発表を行い、共同研究の摺り合わせを行った。若手の

積極的参加を促し、今後の共同研究の中心となれるよう、シニア研

究者とペアを組み共同研究のスタートを切った。 

セミナーの運営組織 共同議長：田中和夫、Ravi Kumar( India), Zhen-ming Sheng 

(China), Yongjoo Rhee (Korea),  

プログラム担当：羽原英明 

ビザ、ホテルやアクセス案内担当：籔内俊毅 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 国内旅費 804,640 円、備品・消耗品購入費 73,042 円、

その他経費 951,982 円、外国旅費・謝金等に係る消費税 

4,349 円、合計 1,834,013 円 

（中国  ）

国（地域）側 

内容              金額 60 万円 

（韓国  ）

国（地域）側 

内容              金額 20 万円 

（ｲﾝﾄﾞ  ）

国（地域）側 

内容              金額 100 万円 
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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> 

中国 

<人／人日> 

韓国 

<人／人日> 

インド 

<人／人日> 

計 

<人／人日> 

日本 

<人／人日> 

実施計画  3/18 1/6 1/6 5/30 

実績 3/35 1/5 3/18 7/58 

中国 

<人／人日> 

実施計画      

実績     

韓国 

<人／人日> 

実施計画      

実績     

インド 

<人／人日> 

実施計画      

実績     

合計 

<人／人日> 

実施計画  3/18 1/6 1/6 5/30 

実績  3/35 1/5 3/18 7/58 

②  国内での交流       1人／2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 

立命館大学・ 
教授・ 
陳延偉 1-8 

Dianyuan Fan教授(中

国・上海・Jiao Tong大

学) 

2011. 
7/14-18 

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） 

東工大・ 
准教授・ 
長井圭治 1-38 

Bo Li教授(中国・綿陽・

Laser Research Center) 

2011. 
8/25-28 
 

高エネルギー密度科学に関する 
共同研究 
（低密度材料研究） 

東工大・ 
大学院生・ 
幡野亜由美 1-69 

Bo Li教授(中国・綿陽・

Laser Research Center) 

2011. 
8/25-9/19 

 

立命館大学・ 
大学院生・ 
川本直也 1-72 

Kang-Sun Lee教授(韓

国・ソウル・Myongji大

学) 

2011. 
11/15-19 

高エネルギー密度科学に関する 
共同研究 

核融合科学研究所・ 
教授・ 
坂上仁志 1-53 

プラズマ研究所(イン

ド・アーメダバー

ド)/G.R.Kumar(イン

ド・ムンバイ・タタ基礎

研究所) 

2012. 
1/14-20 
 
 

高エネルギー密度科学に関する 
共同研究（レーザープラズマ関
連）/ 
高エネルギー密度科学に関する 
共同研究（今後の共同研究の可
能性） 

名古屋大学・大学院
生・畑昌育 
1-74 

G.R.Kumar(インド・ムン

バイ・タタ基礎研究所) 

2012. 
1/16-21 

高エネルギー密度科学に関する 
共同研究 

大阪大学・教授 
伊瀬敏史 1-4 

Siva Kumar K(イン
ド・ハイデラバー
ド・Indian 
Institute of 
Tec.hyderabad) 

2012. 
3/16-20 

高エネルギー密度科学に関する 
共同研究（電源強化研究） 
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名古屋大学・大学院
生・畑昌育 

S-1セミナー・日
本・金沢・会場：ANA
クラウンプラザホテ
ル金沢 

2011.11.29
-30 

セミナー 

 

１１．平成２３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 1,156,130  

外国旅費 5,353,363  

謝金 0  

備品・消耗品購入費 3,003,389  

その他経費 1,026,949  

外国旅費・謝金等に
係る消費税 

260,169  

計 10,800,000  

委託手数料 1,080,000  

合  計 11,880,000  

 

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 87,610 6/12 

第２四半期 973,192 5/37 

第３四半期 1,469,514 26/76 

第４四半期 8,269,684 20/71 

計 10,800,000 57/196 
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１３．平成２３年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２３年度使用額 

（日本円換算額） [単位：現地通貨] 

インド 3,500,000 
[ ルピー  ] 

 2163390.00 

中国 1,000,000 
[ 元  ] 

 76,645.00 

韓国 1,000,000 
[ ウォン  ] 

1369.00 

※ 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。 


