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平成２４年度 アジア研究教育拠点事業  

事後評価資料（実施報告書）  
１．概要 

研究交流課題名 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 

日本側拠点機関名 電気通信大学 

コーディネーター

所属・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 

相手国（地域）側 

国名 拠点機関名 コーディネーター所属・職・氏名 

中国、 

韓国、 

インド 

中国科学院物理研究所、 

韓国先端科学技術大学 

タタ基礎科学研究所 

Institute of Physics・Professor・Jie ZHANG 

Department of Physics・Professor・Chang Hee NAM 

Atomic & Molecular Sciences・Professor・Deepak 

MATHUR 
 
２．研究交流目標 
 申請時に計画した目標と現時点における達成度について記入してください。 

○申請時の研究交流目標 

 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)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。  
 

○目標に対する達成度とその理由 

■研究交流目標は十分に達成された 

□研究交流目標は概ね達成された 

□研究交流目標はある程度達成された 

□ 研究交流目標はほとんど達成されなかった 

 

【ＨＰ公開資料】 
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【理由】 

 本プログラムを開始した 5 年前、アジアの超高出力レーザー利用研究施設の中心はわが国の阪大レー

ザーエネルギー学研究センターや中国のSIOM（上海光学研究所）のように、主にレーザー核融合などの

ために開発された大規模レーザーを利用した研究施設であった。これらはナノ秒パルスで高出力を発生

するため、超高出力レーザーの開発にはどうしても大規模、巨額の資金が必要となり、新しく生まれつ

つある高強度場物理を開拓するには不向きであった。一方、日本原子力研究開発機構の光科学研究セン

ターが切り開いたTi:sapphireレーザーによる超高出力レーザーは、G. Mourouらが開発したCPA（Chirped 

Pulse Amplification）技術を使うことで、ほぼナノ秒のパルス幅で増幅しながら、パルス圧縮によりそ

のピークパワーを数 1000倍に高めることができるため、はるかに小型のレーザー装置で、PW（1015W）を

達成することも可能となった。本プログラムはこのような機会を捉え、より小型の研究施設でも超高出

力レーザーを利用した新しい科学フロントの開拓を可能とするため、アジア諸国の研究者を刺激し、超

高出力レーザー開発とそれによる将来の科学開拓を目的としたものである。2012 年の現在、韓国GISTに

は 2ビーム 2.5PW以上のレーザーを備えたUQBF（Ultrashort Quantum Beam Facility）が稼動をはじめ、

中国の 5PW（北京）、10PW（上海）レーザーの建設が開始され、インドでも 100TWレーザー建設が始まっ

たのは、本アジアコアプログラムの成果である。わが国のLFEXレーザー開発、理研高繰り返しアジアの

高強度レーザー物理が世界のトップと肩を並べた瞬間を生み出したといえる。 

 もちろん、高強度レーザー科学にも大きな広がりがある。数フェムト秒、TW（1012W）級のレーザーを

使った超高速光科学や高次非線形光学効果の研究は、超短パルスレーザーの研究の基礎を開拓したとい

える。この分野では、レーザー光のコヒーレンスを継承したコヒーレント電子が発生し、それらが原子

と再結合する過程を通じて、原子分子内の電子分布や化学反応中の水素原子の超高速移動などの新しい

機構が解明されるようになった。また再結合過程はコヒーレントな高次高調波を発生させ、短波長コヒ

ーレント光の目標であった水の窓、すなわち４オングストロームにまで到達した。さらに軟X線領域であ

りながら、非線形光学を誘起することも可能になった。これまでのただ高次高調波が発生、計測された

という段階から、原子分子に非線形光学効果を結う記するまで高次高調波が強くなったことは画期的で

あり、本当の学問研究が可能になったといえる。それによってフェムト秒を超えたアト秒科学が生み出

されつつあることは、本プログラムの大きな成果といえよう。この分野ではわが国の東大、理研の研究

が先導し、高次高調波発生が中心となった超短パルスレーザーやX線光学に関する国際会議が定期的に開

催されるまでに成長した。そして、韓国は独自のCEP直接制御技術、中国は複数波長のコヒーレント重畳

による非線形効果の増強、インドは特定高調波成分の選択増強など、おのおの独自の強化ポイントを実

現した。 

 一方、PWを越える超高強度レーザーは本プログラムが開始される直前に発見されたレーザープラズマ

加速による単色電子加速の成功に触発され、レーザーによる高エネルギー物理学の開拓を目指して、世

界各国で開発が進められた。中でも大きな進歩を遂げたのは欧州とアジア諸国であり、欧州は 200PWから

さらに進んでEW（1018W）からZW（1021W）を目指している。TeVを超える電子･陽電子対コライダーの開発

には、従来のマイクロ波加速よりレーザー加速のほうが現実的になりつつある。もちろん、高エネルギ

ー物理学からの要求は厳しく、単なる超短パルス超高出力レーザーではなく、同時に、高繰り返し高平

均出力レーザーの開発要求が強くなっている。この点で、本プログラムが目指した半導体レーザーで直

接励起可能な大型結晶レーザーであるセラミックレーザー開発に対する視線はますます強いものとなっ

ている。電通大が開発した大型完全透明セラミックレーザーの技術は、次世代固体レーザーを可能とす

る研究として世界的に注目を浴び、中国、インドにおいてもセラミックレーザー研究が集中的に強化さ

れている。これらの研究拠点はいずれもわが国研究者と関係した若手研究者が拠点リーダーとして活躍

しており、アジア地区における強い研究者ネットワークを形成している。そして、毎年開催されている

レーザーセラミック国際シンポジウムを日本、中国に続いて、韓国が誘致するなど、その機運はアジア

全体に拡大している。さらにICFA/ICUIL Joint Workshopで検討されたように、将来の超高出力レーザー

開発ではコヒーレントビーム結合技術がどうしても必要になるが、この点でも電通大レーザー研が開発

してきたファイバーレーザー、コヒーレント加算研究が重要になり、そこで学んだアジア人研究者が中

国、韓国、さらにインドで研究展開を開始している。 

 このような巨額の予算を必要とする超高出力レーザー施設の公開と共同研究施設とすることは、各国

政府の立場からすればこれまで認めにくいことだった。しかし、本アジアコアプログラムの連携研究の

成果として、韓国 APRI の UQBF は国際共同研究に開放されることとなり、施設完成の半年後、2012 年 9

月から国際共同研究に開放されることになった。本プログラムの精神を汲んだすばらしい決定であり、

アジア諸国が協力して、世界のトップ研究を開始できる基盤を整えたといえる。中国においても核融合

研究など機密を含む研究とは別に、超高出力レーザーによる基礎研究部門は国際的に開かれた研究の場

とする方向性が出てきており、実際に日本人研究者が中国に滞在し、中国政府からの研究費を獲得して
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共同研究を実施するなど、研究者の人間ネットワークを開拓してきた成果は徐々に生まれつつある。競

争と協力、これは科学研究の基本的立場であり、ともに切磋琢磨して競争しながら、必要な協力を行う

ことが可能になってきたといえる。 

 

 

３．研究交流活動の成果 

これまでの交流を通じての成果を、「学術的側面」「若手研究者の育成」及び「研究教育拠点の構築」の観点から記

入してください。また、活動成果の「社会への還元」「予期しなかった成果」がある場合には記入してください。 

○学術的側面 

1.  超短パルス高強度レーザーが生み出すトンネルイオン化、コヒーレント電子の発生は、光から電

子へのコヒーレント転写ともいうべき結果を生み出し、コヒーレント電子の再結合により発生する

高次高調波のコヒーレンスを保障すると同時に、軟 X線領域までコヒーレンス領域を拡大し、位相

制御されたフェムト秒レーザーパルスからアト秒コヒーレンスを持った高次高調波を生み出した。

アト秒科学を切り開いた研究成果は大きく、フェムト秒レーザーにより開拓してきた光化学反応の

動的観測をさらに極限まで追及するための武器を提供することに成功した。 

2.  PW を超えて、10PW 級レーザーの開発に拍車がかかったが、レーザープラズマ加速で GeV 級の単

色電子加速を観測した例（韓国 UQBF）や高エネルギープロトン加速（JAEA）を実現したのは、その

具体的成果である。阪大レーザー研の LFEX レーザーは 10ps、10kJ のパルスによって PW を実現す

るという特徴があり、フェムト秒レーザーとは一線を隠した世界で唯一のレーザーとして、エネル

ギーも必要な超高出力レーザー応用を可能にした。 

3.  わが国が開発した完全透明セラミックレーザーでは Yb:Sc2O3/Yb:Y2O3 レーザーなどの複数レー

ザー材料を利用した複合活性媒質により、50fsをきる超短パルスを半導体レーザーの直接励起で実

現するなど、新しい個体レーザー概念の開拓に成功した。また、マルチコアファイバーレーザーに

よるコヒーレントビーム結合を通じて、コヒーレントビーム結合の原理的な問題である周辺ローブ

へのエネルギー分散をエンドシール技術で克服し、中心ローブへのエネルギー集中が可能であるこ

とを示したことも重要な学術的成果である。 

 

○若手研究者の育成 

1.  わが国の若手研究者の育成については、特に日本原子力研究開発機構の光科学研究センターの

研究者を積極的に海外研究機関に派遣し、共同研究の機会を与えた。このような国立研究機関の

場合、大学などに比べて研究者の自主性が認められにくく、とかく、与えられた条件で研究成果

を出せばそれで由となっていた傾向があるが、海外研究機関と相互交流することで、自らの置か

れた位置と将来性などを真剣に考える機会を与えることができた。 

2.  学生については、本プログラムの中で教育された学生が、博士号取得後、たとえば理研の超高

出力レーザー研究グループに参加するなど、互いにその実力をよく知った上で、適した進路を用

意できるなど、プログラムとしての成果があった。もちろん、それ以外に、英国や米国に飛躍を

求めて飛び立った博士取得者も多く、彼らもまたよい経験をつんだ後に、超高出力レーザー研究

に寄与すると期待できる。 

3.  本プログラムの拠点大学、東大、電通大などに留学したアジア各国からの留学生や研究者が、

本五億に戻って本プログラムに関係する研究室を立ち上げた例は多い。SIOMに解説されたアト秒

分子化学研究室やファイバーレーザー研究室はいずれも東大や電通大で学んだ研究者が主催し

ている。実際、上海地区だけでも 10 人近くの若手研究者が本アジアコアプログラムと関係した

研究を展開している。 

4.  韓国は大型研究施設の建設に従事したので、研究人材を自国に集中する傾向があったが、完成

した UQBFやそれに隣接した APRI 研究施設をアジアレーザーセンターとして、アジアの研究者に

開放することを決定した。海外研究者のための宿泊施設を完備するなど、国際共同研究で研究推

進をしようとする姿勢が強く、アジアの若手研究者に対する強い支援となっている。そこには、

日中インドだけではなく、マレーシア、ベトナム、シンガポール、フィリピン、タイなど東南ア

ジア諸国に門戸を開いたオープン研究所である。これはアジアコアプログラムで議論してきた成

果が結実したといえる。 

 

○アジア地域における研究教育拠点の構築 

本プログラム以前は、アジアにおける超高出力レーザー研究拠点は、わが国を除けば、わずかに中国
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のレーザー核融合研究施設 SIOM などがあるだけで、より広い範囲の高強度光科学を研究する拠点はない

に等しかった。しかし、本プログラムが示した科学の将来像は強いアピールを発揮し、今では韓国 UQBF

（2 ビーム、2.5PW）、北京 IOP（5PW）、上海(10PW）、インド（>100TW）、台湾(>100TW）など超高出力レー

ザー開発計画にいずれも予算がついて、建設が始まった。世界の超高出力レーザーマップを見ても、従

来欧州に集中していた研究拠点は急速にアジアに拡大したというのが、ICUILによる国際的評価である。

これを見て、NIF建設に予算集中をして、超短パルス超高出力レーザーの開発に遅れたともいえる米国は、

NIF 後の超高出力レーザー研究計画の策定に入った。またロシアは IAP 研究所を中心に、10PW 以上のレ

ーザー開発に着手した。 

 

○社会への還元 

 超短パルス超高出力レーザーによる高強度レーザー場による新しい光･電子の相互作用物理は、高強度

コヒーレント高次高調波の発生分野を確立した。おりしも、日本でも国家基幹研究として X 線自由電子

レーザー計画が平行して進められ、軟 X線用自由電子レーザーから硬 X線自由電子レーザーSACLAの開発、

研究が焦眉の課題となった。日米欧が互いに競い合って開発している XFELにあって最後の決め手となる

のは、XFEL における時間的コヒーレンスの改善であった。本プログラム中で開発された高次高調波光を

シード光に用いて、自由電子レーザーのコヒーレント化に成功したように、本プログラムで開発された

基礎的技術は、自身の研究に役立つだけでなく、より巨大な研究プログラムに基盤的技術を提供するこ

とで、社会全体への寄与を果たした。 

 同様に、世界の加速器研究施設が連携をして将来のレーザー加速技術を開発しようとする機運が盛り

上がる中、これまでレーザー研究を等閑視してきた KEK（高エネルギー加速器機構）が欧州の IZESTと共

同研究協定を締結するなど、レーザー以外の科学分野に大きな影響を与え、協力して開発を進める準備

を整えたのも、重要な寄与だと考えている。 

 アジアコアセミナーやレーザープラズマ加速アジア夏の学校を通して、研究分野間の垣根を越えた発

想とビジョンの必要性を若手に教育してきたが、これらの対象は次世代の研究を生み出すべきアジアの

若手研究者、学生を対象に行われ、大いに成果を上げた。 

 

○予期せぬ成果 

 予期せぬ研究方向が生まれてきたのは、将来の超高出力レーザーの候補としてファイバーレーザーア

レイが緊急課題に上がってきたことである。研究代表者は 1990年代初頭に将来の高出力レーザーの候補

として、冷却の拡大側からファイバーレーザーと薄板固体レーザーを提案し、連続発振高出力レーザー

としてファイバーレーザーの開発を行った経験がある。その後、セラミックレーザーの開発に成功した

結果、超短パルス超高出力レーザーとしてセラミックレーザーを中心とした固体レーザーを提案し、本

プログラムを推進してきた。一方、レーザーによる TeV 領域コライダー計画では、ICFA を中心とする粒

子加速研究グループからの厳しい要求が具体化するにつれ、本格的なコヒーレントビーム結合技術が必

要だと理解が進み、平面波増幅が基本であるファイバーレーザーが超高出力レーザーのための有力候補

として再評価された。ファイバーレーザーのコヒーレント結合の実例として、電通大が行った 8 本のフ

ァイバーレーザー結合が再評価され、注目を浴びたことは予期せぬ成果であった。その結果、本プログ

ラムにもファイバーレーザーによるコヒーレント加算の研究グループが追加された。 

 超高出力レーザー研究施設の規模が大きくなるに従い、超高出力レーザー応用研究は加速器と同様、

多国間協力、世界施設が必要になりつつある。実際、この間、世界は米国と統一された欧州が二つの中

心として研究をリードしてきて、アジア諸国がばらばらに対応しても、その規模と多様性に対応するこ

とが困難になりつつある。アジア地区における超高出力レーザーを利用した新しい高強度レーザー物理

を展望する場合、このような世界情勢を踏まえて、国際共同研究を積極的にプロモートする必要がある

が、アジア諸国にはそのような経験がこれまでなかった。本アジアコアプログラムに参加している ICUIL、

ICFA など世界の将来計画を議論する委員会に参加する各国メンバーが意思を統一しながら新しい計画に

対して積極的な勧告を行った結果、これから進むアジア諸国の新計画は、当初から国際協力を前提とし

たものになりつつある。その端的な例は、韓国が進めてきた光州科学技術大学院（GIST）に設置された

UQBFであり、付属研究施設である APRIを含め、多様なレベルでの国際共同施設、アジアレーザーセンタ

ーとして運営されるようになったことは、予想以上の成功である。その成功を実証することで、今後、

中国に建設される高強度レーザー研究施設もオープンな研究所となりつつあり、これらはわずか 5 年間

で変えられるとは想像していなかった変化で、予期せぬ成果といえる。 
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４．研究交流活動の交流実績 
これまでの研究交流活動について、「共同研究」、「セミナー」及び「研究者交流」の交流の形態ごとに、派遣及び受

入の人数・人日数、交流相手国、概要を記入してください。 

○共同研究  

延べ派遣人数人日数： ７８人 ３３３人日  延べ受入人数人日数：  ６５人 ２５６人日 

  交流相手国：   中国、韓国、インド             

 

 【概要】 

 当初、共同研究はアジア諸国が目指す超高出力 Ti:sapphireレーザーで 850PWという世界最高パワーを

発生していた JAEA光科学研究センターや超短パルス光化学、高次高調波発生のリーダー的研究拠点であ

る東大、理研への研究者派遣、共同研究から始まったが、アジア諸国の高出力レーザー建設が進むにつ

れて、それら実験施設への日本人研究者の招待、計測装置の持込など、共同研究の現場が日本からアジ

ア諸国に移動するようになった。そして、韓国の PWレーザーが稼動を始めるようになると、わが国にお

ける経験を生かした共同研究が望まれるようになった。そして、最近になると、わが国も経験したこと

のない 5PW, 10PW レーザー計画が認められるようになり、激しい国際的科学研究協力の観点から財政力

のあるアジア諸国は、レーザー開発の前に欧州製超高出力レーザーの導入に踏み切った。同時に、その

次の段階は市販技術を使うことが不可能なので、本プログラムで進めてきた超高出力レーザー技術の開

発拠点を同時並行的に整備することになった。超短パルス超高出力用セラミックレーザーの開発やファ

イバーレーザーによるコヒーレントビーム結合の研究は、中国や韓国で進められている将来の大型レー

ザー研究開発プログラムの中核的技術として組み込まれ、新しく多くの研究拠点、上海セラミック研究

所、山東大学、蘇州大学の研究所が強化されたり、新設された。 

 これらの研究拠点とわが国の研究拠点の共同研究は、きわめて日常的なものとして定常的に継続され

ており、密接な人間関係を反映して、海外における国際会議の場を利用するだけでなく、個別テーマに

おける小規模ワークショップが国際会議の前後に実行されるまでになっている。 

 

○セミナー  

延べ開催回数： ２０回、 延べ派遣人数人日数：  ９４人 ４４７人日  

延べ受入人数人日数：  ６５人 ２４２人日 

  交流相手国： 日本、中国、韓国、マレーシア、ベトナム、スペイン、台湾、米国、 

シンガポール、ドイツ  

 

【概要】 

 超短パルス超高出力レーザーによる光科学研究の特徴は、そのインパクトを与える範囲が広く、将来

を見据えると光科学のあらゆる分野、バイオ、化学、物理、医学、ナノテク、宇宙、高エネルギー物理

に関係することであり、アジアコアセミナーはより広範な光科学を扱う国際会議とcollocationして、特

別セッションを組織するなど、他分野へのアピールを重視したスタイルから始めた。その後、広い範囲

からの関心が集まるようになった後、個別の小規模ワークショップによる若手研究者の教育、将来展望

作成などに内容を移動して行った。この作戦は当を得ていたようで、レーザー研究所の視野を拡大する

とともに、レーザー応用研究者からの積極的な要求が集まるようになった。中国、韓国、インドで進ん

だレーザー研究施設の建設は、他分野からの強い支持があったことの反映である。関心が高まると同時

に、アジア地区でさまざまな会議が組織され、そちらに本プログラムの中核メンバーが招待講演を依頼

されるケースが増加した。その結果、本プログラムのセミナーと明示的に表現する機会以外にも、情報

交換、相互刺激のチャンスが増えたので、アジアコアセミナーを企画する場合は、なるべく少人数、特

定課題に特化したワークショップ的なものとするように努力した。 

 レーザープラズマ加速のアジア夏の学校は本プログラムと同時に、KEKや台湾、韓国などの加速器機構

と協力して新しいスキームであるレーザープラズマ加速について、若手研究者、学生の教育からスター

トした。幸い、世界の加速器コミュニティーが将来の加速器としてレーザープラズマ加速を真剣に考え

出したこともあり、まさに時機を得たセミナーとしてアジア諸国に受け入れられた。 

 超短パルス･超高出力が可能なだけでなく、高平均出力が要求される将来の要求が明確化するにしたが

い、熱伝導に優れたセラミックレーザー開発の必要性はますます増大し、わが国のセラミックレーザー

研究に追随する努力がなされた。ナノ結晶から大型透明セラミック材料を作成するわが国の技術は多く

のノウハウを含み、技術開示が国益を損なうこともありえるので、アジア諸国が馴染み深い伝統的な酸

化物粉末から作り上げる反応性焼結技術をアジアセミナーを通じて教育した。取り付きやすい反応性焼
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結技術を中心に、世界的に評価される品質の透明セラミック材料の開発に成功し、ｋＷ級の固体レーザ

ーの実験がアジアで可能になったのは、セラミックレーザーアジアセミナーの成果である。 

 

○研究者交流  

延べ派遣人数人日数： １１ 人 ４６人日  延べ受入人数人日数：   ２人  ３５人日 

  交流相手国：   中国、韓国、インド                                    

 

  【概要】 

 交際共同研究やアジアセミナーを繰り返す中で、互いの研究内容、人柄、将来動向、特徴が理解され

るようになると、研究者間の国際交流、情報交換が日常化した。ＪＡＥＡのような国立研究機関で自由

度が少ないところは計画を策定して研究者交流を実施するが、大学の場合は、むしろ研究の進展状況に

応じて必要な研究者交流をするほうが能率的になる。特に、相手国の研究者は、いわゆるマッチングフ

ァンドに相当する予算は措置されているとはいえ、大きな予算枠の中に組み込まれているので、個々の

研究者が自由に使うのは難しい点がある。そのような場合、相手国研究者は自分たちの努力の範囲で研

究者交流を望む場合があり、そのような要求には最大限答える努力をした。たとえば、中国の大学では

欧米流のシステムが導入されており、研究コントラクトで縛られていない期間（約 2 ヶ月）は、毎年サ

バティカルが可能な大学もあり、わが国の研究拠点に滞在して共同研究を実施するなどの活動が可能と

なった。これらの研究者交流は、正式なアジアコアプログラムから外れた個人的努力による研究者交流

である。報告に明示的に含めるわけには行かないが、むしろアジアコアプログラムが触発した研究者交

流が日常化し、自助努力で交流継続ができるようになったことは、大きな成果といわねばならない。 
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５．事業の実施体制 

本事業における、「日本側拠点機関の実施体制」「相手国拠点機関との協力体制」及び「日本側拠点機関の事務支 

援体制」「事業終了後の活動状況」について記入してください。 

○日本側拠点機関の実施体制 （拠点機関としての役割・国内の協力機関との協力体制等） 

 電気通信大学レーザー新世代研究センターは完全透明セラミックレーザーによる超短パルス高出力固

体レーザーやファイバーレーザーによるコヒーレントビーム結合技術の開発を推進するとともに、光科

学アライアンスや大学の枠を超えた大学院教育プログラム CORAL を通じて、東大、理研、東工大、慶応

などを連携した若手育成の新しい ETL プログラムなどを実験的に思考し、その成果を国内協力機関に情

報提供、人的ネットワークの構築に努めた。東大山内や理研・緑川グループなどは、超高速光化学や高

次高調波発生とその応用など具体的な基礎科学への応用で連携を強め、その成果をXFELなどに持ち込み、

他分野にも大きな影響を与えた。フェムト秒ペタワットを開発した原研光科学研究所やピコ秒ペタワッ

トレーザーシステムLFEXレーザーの開発に成功した阪大レーザー研は、具体的なプラズマ実験を通じて、

本当に必要な条件を解明することに努め、高強度レーザー物理、高エネルギー粒子加速を明確にするた

めには、11 桁から 14 桁というこれまでよりはるかに高いコントラスト比が鍵を握ることを明らかにし

た。 

 これらの研究機関は本プログラム以外にも、光科学アライアンスプログラム、最先端光科学プログラ

ム、X線自由電子レーザー研究開発、CRESTなどさまざまな機会を捉えて、共同研究のチャンネル構築に

努力し、同時に APLS, ASILS, LCS, STAR、X-ray、超短波する国際会議などあらゆる国際会議を活用して、

情報交換に努め、兆候強度レーザーによる新しい科学の出発に刺激を与えるように協力した。幸い、期

間中に育成された博士研究者が本プログラムの拠点研究機関を統一的に捉え、ポスドクなどに応募、採

用されたことも、協力機関との協力体制の成果である。 

 

○相手国拠点機関との協力体制 （各国の役割分担・ネットワーク構築状況等） 

 日中韓印の 4 カ国の拠点機関間の協力体制は日常的でかつ密なものが構築された。超短パルスレーザ

ー、超高速光化学、高次高調波 X 線発生、セラミックレーザー開発、レーザーによるプラズマ発生とそ

の非線形効果、フォトニックファイバーを含む新しいファイバーレーザーによるビーム結合効果など、

各分野ごとに毎年または 2 年ごとに開催される定常的なアジア地区国際シンポジウムが参加 4 カ国が責

任を持って巡回開催するシステムが確立された。これらは、4カ国以外のアジア諸国の参加を促すために、

マレーシア、ベトナム、台湾などでも積極的に開催され、それら東南アジア諸国の研究者も受け入れる

アジアレーザーセンター構想も、韓国 GIST の UQBF, APRI を皮切りにスタートすることができた。本プ

ログラムの活動の成果は、従来、米国と欧州がリードしてきた超高出力レーザー応用研究の分野で、ア

ジアの研究の比重を飛躍的に高めたことで、それらがばらばらの成果ではなく、互いに協力、協調しな

がら研究を進めていることに、ICUILなど世界の超高出力レーザーコミュニティーが注目している。そし

て、アジアが用意した共同研究拠点は、アジアのみならず、広く世界に開放され、国際共同拠点にしよ

うとしている。これは実験設備として世界最先端のものを用意した一方、理論、シミュレーションなど、

最先端科学を支えるバックが韓国、インドなどではいまだ十分に成長していない現状から見て、正しい

方向性を打ち出していると評価できる。  

 

○日本側拠点機関の事務支援体制 （拠点機関全体としての事務運営・支援体制等） 

 日本側拠点である電気通信大学では、レーザー新世代研究センターの事務室が中心となり、事務運営、

支援体制がとられ、それをさらに大学本部の研究協力係が積極的にバックアップしていただいた。4カ国

のマッチング･ファンド・プログラムである本プログラムでは、各国の財政支援システムの違いから毎年、

一カ国が新しい予算申請を行い、その決定を待つという面倒なことが発生したが、事務支援体制は困難

を乗り越えて、つつがない運営を可能としてくださった。各国の代表はいずれも本国で高い評価を受け

た強力なメンバーであり、基本的に 5 ヵ年のマッチングファンドは継続したものの、時間遅れが生じた

のは事務運営の責任ではない。 

 また各分野の研究協力者は個別にアジアコアセミナーやシンポジウムを企画、実行するに当たり、個

別研究拠点の事務当局や研究室事務の強い支援を受けた。それによって、研究協力者はこれらの会議の

科学的な紙に集中できたのは、優れた支援体制のおかげである。 

 ただし、2011年 3月 11日の東日本大震災の発生と福島原発問題は、予定されていた国際会議、シンポ

ジウムをすべて実行不可能とした。幸い、2011年度に流れたすべての会議はその後、2012年の初頭から

その後にかけて、1年遅れではあるが、実施できるようになったことは本当に幸いであった。もちろん、

内容的には同様のものを開催したが、計画そのものが流れた結果、本プログラムの予算を使うことがで



8 
 

きない中で、各研究拠点のメンバーがおのおの創意工夫、自助努力を積み重ねて、実質、同じ内容の会

議を開催できたことは、事務支援体制が優れていたことと同時に、本プログラムにおける国際交流がす

でに完全に定着し、各国の研究遂行に不可欠のものとなったことを反映している。 

 

６．今後の課題と展望 

 ５カ年の活動によって明確になった本分野・体制等における課題、本事業から得られた成果や拠点機関としての研

究交流活動の展開について将来的な展望を記入してください。 

○課題等 

 本アジアコアプログラムによって、中国、韓国、インドの超短パルス超高出力レーザー研究施設は立派

に立ち上がり、今後 10年以上にわたって世界の最先端研究を展開する実験条件は整った。アジア諸国の

積極的姿勢とは別に、、ちょうど、LFEXレーザーという大型計画の建設時期と重なったことなどが原因で、

わが国の超高強度レーザー開発とその応用は新しい動きが止まっている。その一方、KEKが欧州の IZEST

と協定を締結して、2年間の集中的共同研究を開始したように、高エネルギー加速器コミュニティーでも

新しい動きが始まった。わが国の課題としては、国内における超高出力レーザー計画を精査して、それ

らの統一プログラムを作って、世界に遅れをとらないように準備をする必要がある。2000 年当時、原研

光科学研究センターが開発した 850TW レーザーは当時の最高出力であり、明らかに世界をリードするレ

ーザーであった。それを目標に欧米が研究に拍車をかけた現在、さらに次世代の超高出力レーザーの提

案、開発こそ、わが国の研究者に求められているところである。 

 その一方、中国、韓国、インドがこのように急速なレーザー整備を実現した背景に課題が集約されて

いる。その理由は、これらのすべてのレーザーは、Ti:sapphireレーザーシステムであり、そのシステム

はフランスの Talesと Amplitudeという 2つの会社が提供しているからである。米国の LLBLが電子加速

実験に用意している高繰り返し PWレーザーも、同じくフランスのタレス社が委託を受けて開発、納入し

ているように、Ti:sapphire レーザーベースの超高出力レーザーは予算措置さえできれば、10PW までの

システムは発注することのできるのが現実である。しかし、それ以上の超高出力、100PW、ZW, ZWという

みらいの科学が必要とするレベルのレーザーは、当然ながら、市販品でまかなうことは不能で、コヒー

レントビーム結合やセラミックレーザーなど新しいアイデアとメカニズムで問題を解決しなければいけ

ない。本プログラムの最終的目標は、そのような段階に進んだ時、それらを開発できる若手人材と研究

者ネットワークをアジア諸国に構築しようというものであった。したがって、今回のプログラム中でア

ジア諸国が超高出力レーザー施設を建設･運用を開始したことは、それが目標ではなく、彼らが本当に将

来のために開発することが必要だと実感するための端緒をつけたというべきで、第 1 段階を通過したと

評価するべきである。したがって、課題としては、この第 1 段階の成果を拡大して、欧州の ELI プロジ

ェクトや IZEST計画に匹敵するようなアジア共通プログラムに発展させることであろう。EWから ZWレベ

ルのレーザー開発は、一カ国でまかなえる水準を超えており、欧州と同様の地域連携国際プロジェクト

の構築につながるのは必至である。 

 

○将来的な展望 

 ICFA/ICUIL Joint Taskforce が活動しているように、限界のない光の特徴を生かした新しい高エネル

ギー物理学を開拓可能なレーザー開発や、TeVから PeVという従来の加速器技術を大きく超えた粒子加速

器を構想した場合、超高出力レーザー開発は加速器開発と同じく、世界プロジェクトになる日が近づい

ている。実際、世界規模で組織されている ICFA, ICUIL, ELI, IZEST さらにそのための具体的なレーザ

ー技術開発ワーキンググループである ICAN（International Coherent Amplification Network）には、

本アジアコアプログラムの中心メンバーが参加しており、実質的な世界協力体制がとられている。もち

ろん、これらはいずれも EU プロジェクトであるため、正式加盟は不可能で研究者個人のボランティア参

加となっている。NIFへのレーザー開発予算の一極集中の時代を終えた米国も新たに超高出力レーザープ

ログラムの再構築に動き出した今、アジアの協力体制を維持し、優れた成果を生み出しつつ、将来の計

画作成に加わることは可能である。 

 3.11 の影響で多くのシンポジウム、セミナーが実施できなかったが、2012年に入り、それらが延期さ

れた会議やその代わりとなる会議が続々と企画され、実施されたが、それらの実施主体を見ると、いず

れもわが国の研究拠点で教育を受けたり、ポスドクを経験し、日本の学術研究に強い信頼感と尊敬を持

っているアジアの研究者たちが支えてくれた。日常的に情報交換をし、互いを刺激しあっている研究者

ネットワークが構築できたので、これを基礎に新しいアイデアをアジアから提案し、国際協力で実現し

てみせる時代が将来を切り開くと信じる。 

 アジアコアプログラムの期間中に日本、中国、韓国の共同研究で、超高出力レーザーを用いたプラズ
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マ実験で、ブラックホールの降着円盤における X 線発生機構を解明した研究は、実験室宇宙物理の最初

の実験的検証実験であり、その後、同グループが推進している磁力線の利コネクション実験も、やはり

これまで”ひので”のような太陽観測衛星で 

観測するだけだった太陽表面のフレア中、粒子加速を実験的に検証することを可能とする意味で大きな

意義を持つ。 

 もちろん、超高出力レーザーによる高強度レーザー物理の目標はさらに高く、光電場による真空の破

壊、すなわち光による粒子生成の実現をその視野に捕らえている。単純な系で求められたシュビンガー

限界に比べて、超高出力レーザー光が作り出す高密度光子と仮想粒子の生成･消滅の過程では、新しいな

だれ的現象がありえるという理論もあり、6 桁以上低い光強度で、真空破壊が可能だという理論も出現し、

実際に可能性が見えてくると、これまで考えた以上の飛躍が期待できる。あらゆる意味で限界のない光、

という本性がマクロ世界に出現できる超高出力レーザーの世界の将来は無限だといえよう。 
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７．本事業に関連した主な発表論文名・著者名 

コーディネーターあるいは参加研究者が実施期間中に既に発表した論文等で、この交流の成果であり、本事業名

が明記されているものを記載してください。コーディネーター・参加研究者の氏名にはアンダーラインを付してください。

また、相手国の参加研究者との共著論文には、文頭の番号に○印を付してください。また、相手国が 2 カ国以上ある

場合は、どの国の参加研究者との共著論文かがわかるように「備考」欄に国名を記入してください。 

 

（１）学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

・査読がある場合、印刷済み及び採録決定済のものに限り、査読中・投稿中のものは除く。 

整理

番号 
著者名 

事業名明

記 

箇所 

タイトル 掲載誌名 
巻

号 

掲載頁

番号 

（開始-

終了） 

発表 

年 

発表 

月 

国内 

海外 

査読 

有無 
備考 

1 Katsumi Midorikawa 

事業名は 1頁目

に掲載 

Recent progress on XUV and 

attosecond science at RIKEN 

「アジアコア超高速光科学

シンポジウム」予稿集 
- 6 2009 2 国内 無 

  

2 Ruxin Li   

事業名は 1頁目

に掲載 

High order harmonic generation in 

a shaped laser field 

「アジアコア超高速光科学

シンポジウム」予稿集 
- 7 2009 2 国内 無 

  

3 Tomoya Okino   

事業名は 1頁目

に掲載 

1) Attosecond nonlinear 

molecular spectroscopy of 

polyatomic molecules in VUV and 

XUV wavelenth region 

「アジアコア超高速光科学

シンポジウム」予稿集 
- 8 2009 2 国内 無 

  

4 Kazutaka Nakamura   

事業名は 1頁目

に掲載 

1) Femtosecond time-resolved 

X-ray diffraction from coherent 

optical phonons using 

laser-plasma X-rays 

「アジアコア超高速光科学

シンポジウム」予稿集 
- 17 2009 2 国内 無 

  

5 Heping Zeng   

事業名は 1頁目

に掲載 

High-peak-intensity nonlinear 

photonic-crystal waveguides in 

air with periodic plasma density 

modulation 

「アジアコア超高速光科学

シンポジウム」予稿集 
- 21 2009 2 国内 無 

  

6 Reika Kanya   

事業名は 1頁目

に掲載 

Dissociative ionization of mass 

selected molecular ions in 

intense laser fields by ion trap 

SWIFT 

「アジアコア超高速光科学

シンポジウム」予稿集 
- 27 2009 2 国内 無 

  

7 Huailing Xu   

事業名は 1頁目

に掲載 

Ultrafast mapping of hydrogen 

migration in allene in intense 

laser fields 

「アジアコア超高速光科学

シンポジウム」予稿集 
- 29 2009 2 国内 無 

  

8 Tsuyoshi Kato   

事業名は 1頁目

に掲載 

Ab initio description of 

electronic dynamics in molecules 

interacting with intense laser 

fields 

「アジアコア超高速光科学

シンポジウム」予稿集 
- 30 2009 2 国内 無 

  

9 Hitoki Yoneda   

事業名は 1頁目

に掲載 

Interaction experiments of 

intense EUV laser with condensed 

matter 

「アジアコア超高速光科学

シンポジウム」予稿集 
- 34 2009 2 国内 無 

  

10 Ken-ichi Ueda   

事業名は 1頁目

に掲載 

Ceramic lasers toward super high 

power systems 

「アジアコア超高速光科学

シンポジウム」予稿集 
- 37 2009 2 国内 無 

  

11 

Y.Kato 
事業名は 1頁目

に掲載 

Fostering entrepreneurship in 

photonics 

JSPS Asian CORE 

Program:3rd High 

intensity laser seminar 

in ASILS-5 abstract 

- 21 2009 12 海外 有 

  

12 

R.Li, Y.Zheng, 

Z.Zeng, P.Zou, 

P.Liu and Z.Xu 

事業名は 1頁目

に掲載 

Coherent control of high-order 

harmonic emission in a shaped 

laser field 

JSPS Asian CORE 

Program:3rd High 

intensity laser seminar 

in ASILS-5 abstract 

- 23 2009 12 海外 有 

  

13 

C.H.Nam, J.Park, 

L.T.Trung and J-h. 

Lee 

事業名は 1頁目

に掲載 

Femtosecond laser technology for 

cep-stabilized high-power 

few-cycle lasers 

JSPS Asian CORE 

Program:3rd High 

intensity laser seminar 

in ASILS-5 abstract 

- 24 2009 12 海外 有 

  

14 

L-y.Peng, F.Tan, 

E.A.Pronin, 

A.F.Starace and 

Q.Gong 

事業名は 1頁目

に掲載 

Carrier envelope phase and chirp 

effects of attosecond pulses in 

atomic ionization 

JSPS Asian CORE 

Program:3rd High 

intensity laser seminar 

in ASILS-5 abstract 

- 28 2009 12 海外 有 

  

15 

K.Yamanouchi 
事業名は 1頁目

に掲載 

Ultrafast hydrogen atom 

migration: New frontiers in 

attosecond chemistry 

JSPS Asian CORE 

Program:3rd High 

intensity laser seminar 

in ASILS-5 abstract 

- 38 2009 12 海外 有 

  

16 

X.Liang, Y.Leng, 

J.Liu, R.Li and 

Z.Xu 

事業名は 1頁目

に掲載 

Recent development and 

application of femtosecond 

petawatt Ti:Sapphire laser in 

SIOM 

JSPS Asian CORE 

Program:3rd High 

intensity laser seminar 

in ASILS-5 abstract 

- 39 2009 12 海外 有 

  

17 

X.Liu, C.Wu, Z.Wu, 

Y.Deng, Q.Gong 

事業名は 1頁目

に掲載 

Double ionization of carbon 

monoxide 

JSPS Asian CORE 

Program:3rd High 

intensity laser seminar 

in ASILS-5 abstract 

- 40 2009 12 海外 有 

  

18 

C.H.R.Ooi and 

T.T.Yong 

事業名は 1頁目

に掲載 

Superintense field from multiple 

laser pulses 

JSPS Asian CORE 

Program:3rd High 

intensity laser seminar 

in ASILS-5 abstract 

- 42 2009 12 海外 有 

  

19 

T.Kawachi 
事業名は 1頁目

に掲載 

Laser-driven plasma x-ray lasers 

and its applications 

JSPS Asian CORE 

Program:3rd High 

intensity laser seminar 

in ASILS-5 abstract 

- 52 2009 12 海外 有 

  

20 

W.Yang, X.Song, 

Z.Zeng, R.Li and 

事業名は 1頁目

に掲載 

Quantum interderence in 

high-order harmonic generation 

JSPS Asian CORE 

Program:3rd High 
- 53 2009 12 海外 有 

  



11 
 

Z.Xu from two-center molecules intensity laser seminar 

in ASILS-5 abstract 

21 

K.Yokoyama, 

L.Matsuoka, 

T.Kasajima, 

M.Tsubouchi and 

A.Yokoyama 

事業名は 1頁目

に掲載 

Quantum control of molecular 

vibration and rotation toward the 

isotope separation 

JSPS Asian CORE 

Program:3rd High 

intensity laser seminar 

in ASILS-5 abstract 

- 54 2009 12 海外 有 

  

22 

A.A.Eilanlou, 

Y.Nabekawa, 

K.L.Ishikawa, 

H.Takahashi, 

E.J.Takahashi and 

K.Midorikawa 

事業名は 1頁目

に掲載 

High harmonic generation by a 

two-color synthesized field of a 

terawatt sub-10-fs CPA system of 

Ti:Sapphire laser 

JSPS Asian CORE 

Program:3rd High 

intensity laser seminar 

in ASILS-5 abstract 

- 57 2009 12 海外 有 

  

23 

Q.Gong, F.Zhong, 

Y.Deng, H.Jiang 

事業名は 1頁目

に掲載 

Theoretical and experimental 

investigation on frequency 

tuning of few-cycle femtosecond 

pulses by aligned molecule 

JSPS Asian CORE 

Program:3rd High 

intensity laser seminar 

in ASILS-5 abstract 

- 60 2009 12 海外 有 

  

24 

H.Daido 
事業名は 1頁目

に掲載 

Review on high intensity laser 

driven psrticle acceleration and 

related topics at JAEA 

JSPS Asian CORE 

Program:3rd High 

intensity laser seminar 

in ASILS-5 abstract 

- 64 2009 12 海外 有 

  

25 

H.Nakano, K.Oguri 

and A.Ishizawa 

事業名は 1頁目

に掲載 

High-order harmonics of 

carrier-envelope phase 

controlled few-cycle laser pulse 

for time-resolved spectroscopy 

JSPS Asian CORE 

Program:3rd High 

intensity laser seminar 

in ASILS-5 abstract 

- 67 2009 12 海外 有 

  

26 

Z.Zhang, L-y.Peng, 

T.Morishita and 

Q.Gong 

事業名は 1頁目

に掲載 

Electron correlation in double 

above threshold ionization of 

helium 

JSPS Asian CORE 

Program:3rd High 

intensity laser seminar 

in ASILS-5 abstract 

- 70 2009 12 海外 有 

  

27 

M.P.Thirugnanasamb

andam, Y.Senatsky, 

A.Shirakawa and 

K.Ueda 

事業名は 1頁目

に掲載 

Generation of beams with 

near-diffraction free 

propagation characteristics in 

Yb:YAG laser using an 

intra-cavity lens with spherical 

aberration 

JSPS Asian CORE 

Program:3rd High 

intensity laser seminar 

in ASILS-5 abstract 

- 74 2009 12 海外 有 

  

28 

J.Kawanaka, 

Y.Takeuchi, 

T.Nakanishi, 

R.Yasuhara, 

T.Kawashima and 

H.Kan 

事業名は 1頁目

に掲載 

Efficient, high-pulse-energy, 

repeatable, cryogenic YB:YAG 

MOPA system 

JSPS Asian CORE 

Program:3rd High 

intensity laser seminar 

in ASILS-5 abstract 

- 76 2009 12 海外 有 

  

29 

D.Q.Khan, 

N.T.Nghia, 

N.V.Tiep, P.Long, 

V.A.Orlovich and 

N.D.Hung 

事業名は 1頁目

に掲載 

Diode-pumped passively 

mode-locked Nd:YVO4 lasers of low 

pulse repetition rate 

JSPS Asian CORE 

Program:3rd High 

intensity laser seminar 

in ASILS-5 abstract 

- 77 2009 12 海外 有 

  

30 

Hitoki YONEDA 
事業名は 1頁目

に掲載 

Nonlinearoptical phenomena with 

ultra-fast intense EUV FEL 

laserpulse 

JSPS Asian CORE Workshop 

abstract 
- 37 2011 3 国内 無 

  

31 
Akira SHIRAKAWA 

事業名は 1頁目

に掲載 

Frontier and future of high power 

fiber lasers 

JSPS Asian CORE Workshop 

abstract 
- 45 2011 3 国内 無 

  

32 

Kanaka Raju PANDRI 

and Masayuki 

KATSURAGAWA 

事業名は 1頁目

に掲載 

Adiabatic Raman process and its 

applications into ultrafast 

laser science 

JSPS Asian CORE Workshop 

abstract 
- 13 2011 3 国内 無 

  

33 

Noriaki MIYANAGA, 

Junji KAWANAKA, et 

al. 

事業名は 1頁目

に掲載 

Technological progress on 

sub-Exa Watt laser 

JSPS Asian CORE Workshop 

abstract 
- 29 2011 3 国内 無 

  

34 
Hirohiko KONO 

事業名は 1頁目

に掲載 

First-principles simulation of 

laser control of nanocarbons 

JSPS Asian CORE Workshop 

abstract 
- 17 2011 3 国内 無 

  

35 
Katsumi MIDORIKAWA 

事業名は 1頁目

に掲載 
Extreme Photonics at RIKEN 

JSPS Asian CORE Workshop 

abstract 
- 27 2011 3 国内 無 

  

36 Kiminori KONDO 

事業名は 1頁目

に掲載 
High power laser science at JAEA 

JSPS Asian CORE Workshop 

abstract 
- 17 2011 3 国内 無 

  

37 

Alexander S. 

PIROZHKOV et al. 

事業名は 1頁目

に掲載 

New mechanism of relativistic 

high harmonic generation in gas 

jet targets 

JSPS Asian CORE Workshop 

abstract 
- 23 2011 3 国内 無 

  

38 Masayuki NISHIKINO 

事業名は 1頁目

に掲載 

Novel Applications using X-ray 

laser and Laser Plasma X-ray 

pulse 

JSPS Asian CORE Workshop 

abstract 
- 25 2011 3 国内 無 

  

39 

Reika KANYA and 

Kaoru YAMANOUCHI 

事業名は 1頁目

に掲載 

Observation of laser-assisted 

electron scattering in 

femtosecond intense laser fields 

JSPS Asian CORE Workshop 

abstract 
- 9 2011 3 国内 無 

  

40 

Huailiang XU, 

Tomoya OKINO and 

Kaoru YAMANOUCHI 

事業名は 1頁目

に掲載 

Ultrafast delocalization of 

hydrogen atoms in allene in 

intense laser fields 

JSPS Asian CORE Workshop 

abstract 
- 11 2011 3 国内 無 
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（２）国際会議における発表 

 ・著者（参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること）、題名、発表した学会名、開催場所、論文等の番

号、月・年を記載すること。発表者に○印を付すこと。 

 ・口頭・ポスターの別、査読の有無を区分して記載すること 

 ・口頭発表時のスライドに事業名を明記した場合は、「事業名明記箇所」にその旨記載すること。 

 

整理

番号 
著者名 

事業名明記 

箇所 
題名 学会名 場所 

口頭 

ポスタ

ー 

番号 
発表 

年 

発表 

月 

査読 

有無 

１ 

○Junji Kawanaka, Koichi 

Yamakawa, Koji 

Tsubakimoto, Tadashi 

Kanabe, Toshiyuki 

Kawanaka, Hitoshi 

Nakanlo, Minoru Yoshida, 

Takagimi Yanagitani, 

Fumihiko Yamamura, 

Masayuki Fujita, 

Yoshikazu Suzuki, Noriaki 

Miyanaga, Yasukazu Izawa 

事業名は 1 頁目に

掲載 

Generation of Energetic Beam 

Ultimate (GENBU) Laser –Main 

Laser- 

JSPS アジア研究教育拠点事

業:高強度 レーザー科学シン

ポジウム 

名古屋 口頭 

 

- 2008 年 1 月 

 

有 

 

２ 

○Yoshiaki Kato 事業名は 1 頁目に

掲載 

Intense X-ray and Particle 

Generation with Short Pulse 

Lasers 

JSPS アジア研究教育拠点事

業:高強度 レーザー科学シン

ポジウム 

名古屋 口頭 

 

- 2008 年 1 月 

 

有 

 

３ 

○Yoshihiro Ochi, Tetsuya 

Kawachi, Noboru Hasegawa, 

Keisuke Nagashima, 

Masaharu Nishikini, Maki 

Kishimoto, and Momoko 

Tanaka 

事業名は 1 頁目に

掲載 

Development of 0.1-Hz X-ray 

Laser-Pump Laser System- 

JSPS アジア研究教育拠点事

業:高強度 レーザー科学シン

ポジウム 

名古屋 口頭 

 

- 2008 年 1 月 

 

有 

 

４ 

○Ken-ichi Ueda 事業名は 1 頁目に

掲載 

Recent progress of ceramic 

lasers for ultra-short pulse 

lasers 

JSPS アジア研究教育拠点事

業:第 2 回アジアコア高強度

光科学セミナーin ICUIL 2008 

中国上海 

 

口頭 

 

- 2008 年 10 月  有 

 

５ 

○Hiromitsu Kiriyama 事業名は 1 頁目に

掲載 

Demonstrain of High-Contact, 

High Intensity Laser Pulses 

using an OPCPA Preamplifier in 

a Double CPA, Ti:sapphire 

Laser Sysytem 

JSPS アジア研究教育拠点事

業:第 2 回アジアコア高強度

光科学セミナーin ICUIL 2008 

中国上海 

 

口頭 

 

- 2008 年 10 月  有 

 

6 

○Kaoru Yamanouchi 事業名は 1 頁目に

掲載 

Ultrafast hydrogen atom 

migration: New frontiers in 

attosecond chemistry 

JSPS Asian CORE Program:3rd 

High intensity laser 

seminar in ASILS-5 

ベトナムハノ

イ 

口頭 - 2009 年 12 月 有 

7 

○Hiroyuki Daido 事業名は 1 頁目に

掲載 

Review on high intensity laser 

driven psrticle acceleration 

and related topics at JAEA 

JSPS Asian CORE Program:3rd 

High intensity laser 

seminar in ASILS-5 

ベトナムハノ

イ 

口頭 - 2009 年 12 月 有 

8 

○

Manasadevi.P.Thirugnanas

ambandam, Yury Senatsky, 

Akira Shirakawa and 

Ken-ichi Ueda 

事業名は 1 頁目に

掲載 

Generation of beams with 

near-diffraction free 

propagation characteristics 

in Yb:YAG laser using an 

intra-cavity lens with 

JSPS Asian CORE Program:3rd 

High intensity laser 

seminar in ASILS-5 

ベトナムハノ

イ 

口頭 - 2009 年 12 月 有 



13 
 

spherical aberration 

9 

 

○Junji Kawanaka 

 

 

巻頭 

   I-1 頁 

 

High Power Ceramic Lasers for 

Laser Plasma Accelerators 

 

JSPS Asian CORE Program: The 

6th Laser Ceramics 

Symposium 

シンガポール 

 

 

口頭 

 

 

- 

 

 

2011 年 

 

 

11 月 

 

 

有 

 

 

10 

○Junji Kawanaka 巻頭 

   O-14 頁 

Joule-Class Repeatable Laser 

Development woth a Monolithic 

Composite Ceramic of Multi 

Total-Reflection 

Active-Mirrors 

 

JSPS Asian CORE Program: The 

6th Laser Ceramics 

Symposium 

シンガポール 口頭 - 2011 年 11 月 有 

 

 

 

 

（３）国内学会・シンポジウム等における発表 

 ・（２）と同様に記載すること 

整理

番号 
著者名 

事業名明記 

箇所 
題名 学会名 場所 

口頭 

ポスター 
番号 

発表 

年 

発表 

月 

査読 

有無 

１ 

○Kaoru Yamanouchi 事業名は 1 頁目に

掲載 

Ultrafast hydrogen 

migration : New 

frontiers in intense 

laser science 

JSPS アジア研究教育拠

点事業:日中セミナー 

上海 口頭 - 2007 年 11 月 有 

２ 

○Hiroyuki Daido 事業名は 1 頁目に

掲載 

Laser driven particle 

accelerators and their 

application to science, 

industry and medicine 

JSPS アジア研究教育拠

点事業:日中セミナー 

上海 口頭 - 2007 年 11 月 有 

３ 

○Hitoki Yoneda 事業名は 1 頁目に

掲載 

Interaction 

experiments of intense 

EUV laser with 

condensed matter 

JSPS アジア研究教育拠

点事業:第１回アジアコ

ア高強度光科学セミナ

ーin STARI 

東京 口頭 - 2009 年 2 月 有 

４ 

○Katsumi Midorikawa 事業名は 1 頁目に

掲載 

Recent progress on XUV 

and attosecond science 

at RIKEN 

JSPS アジア研究教育拠

点事業:第１回アジアコ

ア高強度光科学セミナ

ーin STARI 

東京 口頭 - 2009 年 2 月 有 

５ 

○Ken-ichi Ueda 事業名は 1 頁目に

掲載 

New Horizon of High 

Energy Science by Ultra 

Intense Lasers 

 

固体レーザー冬の学校

シンポジウム 

中国山東 口頭 - 2009 年 3 月 

 

無 

 

６ 

○米田仁紀 巻頭 

    S47 頁 

高出力レーザーによる高

エネルギー密度科学研究

の拡がり 

JSPS アジア研究教育拠

点事業:超高強度レーザ

ーに関する技術的ボト

ルネック検討会議 in 

レーザー学会 

大阪 口頭 - 2010 年 2 月 有 

７ 

○宮永憲明, LFEX 開発チー

ム 

 

巻頭 

     26 頁 

高エネルギー出力ペタワ

ットレーザーLFEXの開発

と今後の展望 

 

JSPS アジア研究教育拠

点事業:超高強度レーザ

ーに関する技術的ボト

ルネック検討会議 in 

レーザー学会 

大阪 口頭 - 2010 年 2 月 有 

８ 
○Katsumi MIDORIKAWA 事業名は 1 頁目に

掲載 

Extreme Photonics at 

RIKEN 

JSPS Asian CORE 

Workshop 

埼玉 口頭 - 2011 年 3 月 有 
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９ 
○Kiminori KONDO 事業名は 1 頁目に

掲載 

High power laser 

science at JAEA 

JSPS Asian CORE 

Workshop 

埼玉 口頭 - 2011 年 3 月 有 

10 

○Alexander S. PIROZHKOV 

et al. 

事業名は 1 頁目に

掲載 

New mechanism of 

relativistic high 

harmonic generation in 

gas jet targets 

JSPS Asian CORE 

Workshop 

埼玉 口頭 - 2011 年 3 月 有 

 

 


