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アジア研究教育拠点事業 
平成２７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 
（    5 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：大阪大学総務企画部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 
本事業の当初目標である（1）共同研究展開、（2）情報ネットワーク、（3）若手育成につい

て、具体的な成果を目指した。（1）については、大阪大学の大型レーザー装置を用いたも

の、インド・中国の高性能レーザー装置を用いた共同研究が発展しており、国際会議での

発表、著名専門院への論文投稿等を進めた。（2）に関しては、インド・中国・韓国の拠点

機関を中心に実際の共同研究を核にした研究者とその期間を結ぶネットワークの構築を行

った。（3）については、国際共同研究ノウハウを身に着けた若手研究者を大阪大学、核融

合科学研究所、東京工業大学などで育てた。 
 
７．平成２７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＞ 
5年目の事業展開として、ここまでに確立された研究協力体制及びネットワークとして、イ

ンド Tata基礎研究所（TIFR）、Plasma Research研究所（IPR）、中国上海交通大学、上海光

学精密機械研究所（SIOM）、東南大学、韓国 KAERI、KAIST との共同研究を核とした研究ネ

ットワークを定常的に機能させる。本事業のテーマである高エネルギー密度科学において

国際会議発表、著名ジャーナルへの論文掲載など具体的成果を目指す。 

 
＜学術的観点＞ 
相対論レーザープラズマ相互作用 

インドとの理論共同研究では、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

高エネルギー電子が高密度プラズマ（> 1023/c.c.）の急峻な密度勾配に入射するとワイベ

ル不安定性から、エネルギー散逸する可能性を明らかにすることが期待できる。現在大阪

大学側で粒子コードシミュレーションを用いたエネルギー散逸メカニズムの解明が進めら

れている。この機能が発現する条件を明らかにすることは、高速点火レーザー核融合の加 

熱・点火に向かって大きな前進となる。同様に、実験では世界で初めて表面プラズモンと

レーザー相互作用により発生した高速電子（>MeV）を実験で捉え、光から電子への変換効

率が 10倍程度大幅に向上するなど画期的な観測結果が得られている。こうした複数の成果

を著名ジャーナルである Nature, Physical Review Letters などへ、頻繁なテレビ会議な

どの議論を通じて掲載を実現する。 

 
実験室宇宙物理 
中国との共同実験を引き続き継続しており、無衝突衝撃波に関しての実験を実施している。
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この研究は、複数の大型レーザー装置（中国、日本、米国）を使って研究が行われており

無衝突衝撃波構造の磁場を含む複雑な現象についての理解を目指す。 
 
レーザー工学 
ファイバーレーザー開発、高繰り返し高出力レーザー開発について中国、韓国と共同研究・

情報交換を引き続き継続し性能評価手法と将来計画に関して具体化を目指す。 
 
プラズマデバイス 
中国開催の国際会議を通じて中国、韓国および欧米のプラズマデバイスに関する最新情報

を取得することを目指す。北京科学院などの研究者交流を通じて情報収集を行う。 
 
ナノ構造工学 
レーザープラズマ相互作用研究には、レーザーを照射する対象のターゲット開発が最も重

要な基礎部分を占める。この開発には、日本、インド、中国、韓国はそれぞれノウハウを

もって進めており、セミナーなどを通じた情報交換は非常に重要でありこれを目指す。 
 
＜若手研究者育成＞ 
若手育成では、初年度から助教、ポスドク、大学院生（修士、博士課程）がインド、中国、

韓国との共同研究に、シニアの教授や中堅の准教授とペアを組んで積極的に参加して来て

いる。坂上教授（核融合研）と畑研究員（阪大）は、IPR の A Das 教授、PK Kaw 教授と電

子の高密度プラズマ中でのエネルギー散逸過程について、電子双極子モデルを使ったシミ

ュレーションについて共同研究を進めている。林（阪大、修士課程）は、田中（阪大）と

ともに、IPR A Das 教授、PK Kaw教授と高エネルギー電子の高密度プラズマ中でのエネル

ギー輸送について議論を行い、粒子コードシミュレーションを実施している。岩佐、岩野

（東工大、修士課程）は、長井准教授（東工大）と中国東南大学顧教授との議論を通じて、

ターゲットのスパッタリングコート手法について新しい測定方法の議論を行っている。森

高（阪大ポスドク）は、坂和准教授（阪大）ともに、台湾国立中央大学での研究打ち合わ

せに参加し、固体ターゲットからのガンマ線放射に関してシミュレーション結果を議論し

ている。こうした中堅以上の研究者と若手ペアでの共同研究は、若手に効率よくその手法

を伝えることができており、今後こうした若手が独自に国際共同研究を展開する能力を伸

ばすことを目指す。 

 
＜その他（社会貢献や独自の目的等）＞ 
ここで展開されている高エネルギー密度科学に関する研究成果は、平成 27年 9月に開催さ

れる IFSA（Inertial Fusion Sciences and Applications）国際会議などで共同発表するこ

とを目指す。 
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８．平成２７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 

２７年度の研究

交流活動計画 

核融合科学研究所、阪大、インド IPR（Institute of Plasma Research）

の共同研究として高速電子の高密度プラズマ中でのエネルギー散逸機構

の解明およびエネルギー輸送を扱う。 

東工大、阪大、TIFR(Tata Institute of Fundamental Research) 

との共同研究として、ナノ構造ターゲット（回折格子、フォームなど）

の開発製作を独自に行い、インドレーザー施設においてレーザーから高

速電子、イオンへの変換効率を各段に向上させる実験を行う。 

 

２７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 

TIFR との実験は、ここまでナノ構造ターゲットを使い、面プラズモンに

よるレーザーエネルギー結合が新しく見つかっており、引き続きその物

理過程を明らかにする。これはプラズモン現象が初めてレーザープラズ

マ相互作用に見いだされたものであり、Physical Review Letters など

著名ジャーナルへの発表を検討する。 

 

IPRとの共同研究は、高速電子のプラズマ中でのエネルギー輸送が衝突や

回帰電流効果によらず、通常プラズマ中を通過するような電子のエネル

ギー散逸に繋がる機構解明を目指している。すでにシミュレーションな

どで結果が出始めており具体的成果として論文掲載などに繋がる。 
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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 

２７年度の研究

交流活動計画 

27年 8-9月に予定している激光 XII号 HIPERレーザーを用いた共同実験

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

実験を行う。 

27年 11 月-28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NCU100TW 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 3人を含む計 6人が

参加する予定である。 

 

２７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 

今年度から新たに台湾を本事業に含むこととなり、共同研究を開始する。

台湾には、元大阪大学の研究者が中心研究者として赴任しており台湾グ

ループとの共同研究が大幅に進むと考えられる。特に無衝突衝撃波生成、

粒子加速、磁場生成、磁気リコネクション等について理論実験し双方の

物理理解が進むと期待される。成果は、国内外の国際会議にて発表し、

著名ジャーナルに論文掲載を目指す。 
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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 

（インド）側参加者数          3名 

２７年度の研究

交流活動計画 

上海交通大学（中国拠点）、KAERI（韓国）、TIFR（インド）との共同研究

を進める。プラズマデバイスからのテラヘルツ発生において周波数発生

と角度分布について実験及び理論研究を進める。 

プラズマデバイスから効率よく高エネルギーイオンを発生させる手法を

ターゲットなどに工夫を加えて研究を進める。 

東南大学と進めているレーザー照射用ターゲット開発を引き続き進め

る。 

２７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 

上海交通大学との共同研究は、周波数帯域とテラヘルツ発生角度分布を

対応させる初めての試みであり、テラヘルツを実用化する上で、大きな

進展となると期待される。 

高エネルギーイオン発生は、１００MeV 以上のエネルギーが高効率（＞

10％）でプラズマデバイスから発生できれば、医療応用などへの実用化

へ大きく進展が期待される。 

ターゲット開発により、上記二項目などのレーザープラズマ結合効率が

一層向上すると期待される。 
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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 

２７年度の研究

交流活動計画 

阪大・韓国原研との共同研究として、kJ ガラスレーザーの開発を行う。

韓国の Korea Atomic Energy Research Institute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。 

阪大・IBS との共同研究として、kHz高平均出力セラミックレーザーの開

発を行う。韓国の Institute for Basic Science の Center for 

Relativistic Laser Science (CoReLS、所在地 Gwangju Institute of 

Science and Technology (GIST))のアト秒チームと超短パルスレーザー

の開発に関する共同研究を行う。 

２７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 

韓国原研とのｋJレベルのガラスレーザー高性能化は、大阪大学からの主

導で将来の短パルス化にも対応できるように広帯域増幅手法を開発す

る。これにより、数百テラワット級のレーザー装置が韓国でも稼働する

ことになり本事業テーマである高エネルギー密度科学実験に供すること

が可能となる。成果は、国内外での国際会議にて発表する。 

IBSとの研究では、レーザー新素材であるセラミックレーザー開発を進め

ておりアト秒を目指す超短パルス開発へと共同研究を発展させることに

つながり、具体的成果に達することが期待される。成果は、国内外の会

議にて発表し、著名ジャーナルへ論文投稿する。 
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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 27年 10月 （ 3日間）日付調整中 

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、都市未定、会場未定 

（英文）Japan 

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） 

 
参加者数 

A. 15/ 30
B.
A. 4/ 16

B.
A. 4/ 16

B.
A. 4/ 16

B.
A. 27/ 78

B. 0

日本
<人／人日>

中国
<人／人日>

韓国
<人／人日>

合計
<人／人日>

セミナー開催
国

（ 日本 ）

インド
<人／人日>

派

派遣
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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。 
 
セミナー開催の目的 高エネルギー密度科学のアジア主導セミナーとしてここまで 2 回

（韓国、インド）の本事業セミナーが実施された。今年度は、最

終年度でもあり、できるだけ多くの参加を募り欧米からの参加者

も交えたセミナー開催を企画する。これにより本事業の成果の総

括を行い、欧米にアジアの高エネルギー密度科学のレベルを周知

し、今後わが国を含むアジアからの同科学の発信ネットワークを

確立する。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。 
 
セミナーは、アジア、欧米からの参加者を含むものとする。また、

若手中心のサテライトワークショップも予算の目途が付けば開催

を企画する。 
期待される成果 本事業で進められた日本、インド、中国、韓国および欧米を含ん

だ高エネルギー密度科学の最前線を一同に集め、研究成果の発表

を行う。アジア主体の共同研究からは、相対論プラズマ物理、レ

ーザー工学、プラズマデバイス、実験室宇宙物理において世界第

一級の成果が発表される。欧米からの参加者からも同様の発表を

期待する。これによりこれまで欧米中心の基礎科学分野にアジア

からの貢献に光を当てることができる。 
 
若手中心のサテライトワークショップは、アジアからの本事業参

加国若手と我が国若手が積極的に交流することになり、若い才能

がお互いの情報交換・発表を通して、刺激しあうことを期待する。

また将来のネットワーク運営、発展に資することも期待する。 
 
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、日本を含めたこの 4 カ国
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の当該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 議長：田中和夫 
プログラム、ホテル、アクセス案内担当：羽原英明 

開催経費

分担内容 
日本側 内容   国内旅費、備品・消耗品購入、 

     その他経費（会場借料、飲食料、備品借料） 
 

（中国）側 内容   外国旅費 

（韓国）側 内容   外国旅費 

 （インド）側 内容   外国旅費 
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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 

立命館大学・教

授・陳延偉 

 

中国・杭州・

Zhenjiang 

University 

5月 高エネルギー密度科学に関する共同研

究 

東 京 工 業 大

学・准教授・長

井圭治 

 

中国・南京・

Nanjing 

University 

10月 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 

 

インド・アー

メダバード・

IPR 

11月 高エネルギー密度科学に関する共同研

究 

摂南大学・教

授・田口俊弘 

 

インド・アー

メダバード・

IPR 

3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】現在相対論レーザープラズマ相互作用に関し、5本の論文掲載の準備が進められて

いる（掲載ジャーナルは、Physical Review Letters, Natureなどを想定）。 

 

 

「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。」 
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【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。この件に関して、大阪大学の大型レーザー装置を使った共同研究への参加を促す

など一層の努力を行う。 

 

 

「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。  
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９．平成２７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>

10/ 50 ( ) 5/ 20 ( ) 5/ 95 ( ) 6/ 30 ( ) 26/ 195 ( 0/ 0 )

中国
<人／人日>

( 4/ 16 ) ( ) ( ) ( ) 0/ 0 ( 4/ 16 )

韓国
<人／人日>

( 4/ 16 ) ( 1/ 5 ) ( ) ( ) 0/ 0 ( 5/ 21 )

インド
<人／人日>

( 4/ 16 ) ( 3/ 15 ) ( ) ( ) 0/ 0 ( 7/ 31 )

台湾
<人／人日>

( 2/ 8 ) ( ) ( ) ( ) 0/ 0 ( 2/ 8 )

合計
<人／人日>

0/ 0 ( 14/ 56 ) 10/ 50 ( 4/ 20 ) 5/ 20 ( 0/ 0 ) 5/ 95 ( 0/ 0 ) 6/ 30 ( 0/ 0 ) 26/ 195 ( 18/76 )

韓国
<人／人日>

日本
<人／人日>

中国
<人／人日>

合計
<人／人日>

インド
<人／人日>

台湾（第三国）
<人／人日>

派遣先

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 

20/80 

<人/人日> 
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１０．平成２７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 2,400,000

外国旅費 4,400,000

謝金 0

備品・消耗品
購入費

600,000

その他の経費 1,848,000

外国旅費・謝
金等に係る消
費税

352,000

計 9,600,000
研究交流経費配分額以内であ
ること。

960,000

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。

10,560,000

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

 

 

 

 


