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種別

拠点形成型

分科細目 プラズマ科学
採用番号 19003
平成２０年

独立行政法人

日本学術振興会理事長

殿

拠点機関代表者・氏名

国立大学法人大阪大学 総長･鷲田 清一 職印

コーディネーター職・氏名
領域・分野

４月２０日

大学院工学研究科

教授・兒玉了祐

数物系科学

分科細目名（分科細目コード） プラズマ科学（４５０１）
採用番号

19003

研究交流課題名（和文）

高いエネルギー密度状態の科学

研究交流課題名（英文）

High Energy Density Science

採用期間

平成 19 年 4 月 1 日

～

平成 21 年 3 月 31 日（24 ヶ月）

《実施組織体制》
日本側
拠点機関名

国立大学法人大阪大学

実施組織代表者（職・氏名）

国立大学法人大阪大学総長・鷲田 清一

コーディネーター（職・氏名）

大学院工学研究科･教授・兒玉 了祐

協力機関数

15

参加者数

76

相手国１
国名

英国

拠点機関名

Rutherford Appleton Laboratory

実施組織代表者（職・氏名）
コーディネーター（職・氏名）

Central Laser facility・Professor・Peter Norreys

協力機関数

6

参加者数

20

（１９００３

拠点機関：大阪大学）
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相手国２
国名

仏国

拠点機関名

Ecole Polytechnique（CNRS）

実施組織代表者（職・氏名）

President ・Catherine Bréchignac

コーディネーター（職・氏名）

Laboratoire pour l'Utilisation des Lasers Intenses
(LULI)

協力機関数

6

参加者数

14

Senior Scientist・Michel Koenig

相手国３
国名

米国

拠点機関名

University of California Berkeley

実施組織代表者（職・氏名）

Chancellor・Robert J. Birgeneau

コーディネーター（職・氏名）

Department of Physics・Professor・Jonathan Wurtele

協力機関数

12

参加者数

22

（１９００３

拠点機関：大阪大学）
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交流目標の達成（見込）状況
① 平成１９年度事業計画における達成目標

本課題の目的は、高出力レーザーにより、新しく人類が手にすることができるようになった高いエネル
ギー密度状態の科学を探求するための国際研究・教育ネットワークを構築することである。高エネルギ
ー密度状態とは、従来の固体物理、材料力学、気体・流体力学研究等で取り扱う状態よりも桁違いに大
きなエネルギー密度を有した状態を言う。本課題では、特に５つのテーマについて重点的且つ横断的な
アプローチを実施することで新しい境界領域を戦略的に開拓する。１．相対論プラズマ物性、２．高圧
凝縮物性、３．固体―プラズマ中間体物性、４．実験室宇宙物理、５．プラズマフォトニクス。そのた
めに、世界の高出力レーザーを有効利用し関連する情報収集や次世代若手ネットワーク構築に役立つバ
ーチャルセンター機能を有した国際拠点を目指す。
② 平成１９年度事業計画の達成状況

高エネルギー密度科学に関する共同研究、セミナ―、研究者交流において延べ 41 人(約 644 日数)を派遣
した。
共同研究については、英国ラザフォード研究所、仏国 LULI、米国ミシガン大学、リバモア研究所およ
び大阪大学のレーザーを連携利用することで、１．相対論プラズマ物性、２．高圧凝縮物性、３．固体
―プラズマ中間体物性、４．実験室宇宙物理、５．プラズマフォトニクスの 5 つのテーマに関してほぼ
予定通りの共同実験が行われた。特に英国ラザフォード研究所、仏国 LULI においては、５つのうち４
テーマ（１，２，４，５）が行われた。さらに実験室宇宙物理に関しては、英国、仏国、日本の研究施
設を効率的に利用することができた。英国ラザフォード研究所における共同研究（１及び５に関するテ
ーマ）に関しては、Nature Physics にその成果が掲載された。日英共同研究に関しては、これまでの実
績と今後の研究計画が高く評価され、３年に１度のダイワエイドリアン賞を受賞した。
セミナー活動に関しては、
「高エネルギー密度科学に関する日英ワークショップ」を駐日英国大使館と、
「超高強度レーザー駆動相対論プラズマの、科学、工業、医療への応用を議論するための国際会議」を
日本原子力研究開発機構と「実験室宇宙物理国際ワークショップ」を核融合科学研究所、阪大レーザー
センターと、
「固体-プラズマ中間体物性に関するウインタースクール」をカルフォルニア大学バークレ
ー(米国)との協力のもと予定通り実施した。これにより、高エネルギー密度科学に関する国際的な情報
収集が効率的に行われたと同時に国際性豊かな若手研究者育成に効果的な成果を上げることができた。
研究者交流では研究機関への中長期派遣、学会および米国でのスクール参加など若手派遣に重点をおい
て実施され、若手ネットワークの基盤構築に役立てた。ワークショップを通じ新しい共同研究チームを
立ち上げるなど多くの成果が得られた。
米、仏、英とのマッチングファンドに関しては、具体的アクションを開始する準備ができた。米国に関
してはＮＳＦ関係局と直接コンタクトし米国協力機関がマッチングファンド取得できる体制をととの
えた。仏国においては日仏コ－ディネ―タでＣＮＲS へマッチングファンドの働きかけを行った。英国
に関しても新たなマッチングファンド応募を開始した。

（１９００３

拠点機関：大阪大学）

3

先端研究拠点事業－拠点形成型－
平成１9 年度 事業実績報告書

実施状況
研究交流計画実施にあたる実施体制
国内外の協力機関と連携を取り効率的・効果的な研究交流計画を実施することができた。セミナーに
おいては、英国大使館、ラザフォード研究所、日本原子力研究開発機構、米国カルフォルニア大学バ
ークレー、電気通信大学などとの連携の下で行われた。共同研究に関しても英米仏日本の高出力レー
ザー装置所有の機関連携が重要な役割を果たした。さらに人材交流に関しても拠点機関と協力機関の
バランス取れた計画を実施することができた。以上、高エネルギー密度科学に関する国際的連携実施
体制がほぼ整備された。これらの体制により引き続き研究交流計画を実施していくにおいて非常に有
用なものとなっている。

日本側拠点機関における研究交流課題への取り組み（事務支援体制等の観点より）
拠点機関において高エネルギー密度科学拠点を位置づけ、委託手数料にて専任の事務員１名を雇用し、
本事業による研究者の派遣および交流事業の事務的手続きを支援する体制が整えられた。

共同研究
大阪大学レーザーエネルギー学研究センター、英国ラザフォード研究所、仏国 LULI の高出力レーザ
ー、米国リバモア研究所超高強度レーザー、米国ミシガン大学超高強度レーザーを有機的且つ効果的
に使用することでバーチャルな高出力レーザーラボの機能を持たせ効率的な共同研究を進めた。また
各国の計算コードに関しても、状況に応じて最適なコード開発・利用を行うことで効果的・効率的な
共同研究を実施した。本計画では、若手研究者、博士課程学生を参加させることを条件とし以下の共
同研究を実施した。
・ 日米英チームにより相対論プラズマ物性の共同実験を英国 RAL、米国(ミシガン、リバモア研究
所)にて実施した。ネバダ大学との理論に関する共同研究を実施しその成果が Physical Review
Letters に掲載されることとなった。
・ 仏 LULI と阪大レーザー施設により高圧凝縮物性の共同実験を実施。日米仏により米国リバモア
研究所での共同実験計画を立ち上げ大学院生を実験に派遣した。
・ 米国 UC バークレー校にてイオンビームを使った固体-プラズマ中間体物性に関連する金属-非金
属物性に関する共同実験を行った。日英米の共同で X 線励起などの理論的な研究を通して新手
法の共同実験立ち上げも検討し 2008 年４月に独国にて共同実験することとなった。
・ 日仏英のチームで阪大レーザー、英国 RAL、仏 LULIL の装置を利用した実験室宇宙物理（ジェッ
トの生成と無衝突衝撃波）に関する実験と理論の共同研究を行った。
・ 日仏、日英のチームにより仏 LULI、英 RAL、阪大レーザーの装置を利用したプラズマフォトニ
クスの共同実験を実施。ネバダ大学との理論に関する共同研究を実施した。

（１９００３

拠点機関：大阪大学）
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セミナー
セミナー・ワークショップとして日本国内開催として 3 回、米国開催を 1 回行った。特に国内開催に
関しては 2 回のセミナーを同時期にすることで効率的な運営を行った。
国内で予定していた 3 つのセミナーを 2007 年 9 月に 2 回、2008 年 1 月に 1 回行った。
・ 9 月 17 日～20 日において、日本原子力研究開発機構・関西光科学研究所にて超高強度レーザー
により生成される相対論プラズマ物性とこれを科学、工業、医療へ応用するための国際会議を
開催した。
・ 高強度レーザーを用いた実験室宇宙物理の国際的な連携を推進するためのワークショップを開
催し、新たな学術創出の国際舞台となった。(2008 年１月、大阪於)
・ 日本と英国における高エネルギー密度科学全般に関する連携推進を目指したワークショップを
英国大使館との共同で実施し、日本と英国における高エネルギー密度科学全般に関する連携推
進を図った。平成２０年度は日英国交 150 周年事業の一環として英国にて開催することとなっ
た。(2007 年 9 月、東京駐日英国大使館於)
2008 年１月 10 日～16 日において、米国・カリフォルニア大学・バークレー校にて米国コーディネー
ターである J.S. Wurtele 主催により Warm Dense Matter 科学(固体－プラズマ中間体物性)に関する
日米セミナーを実施した。参加者総数は 96 人に及び、最新の研究レビュー理論のレビューを行うこ
とで、新しくこの分野に参加する研究者にガイドを行えたのみならず、効果的な分野関連系を図るこ
とが出来た。さらに日米の学生が相互に議論し合える機会を与えることができ、今後の本分野におけ
る若手研究者、学生に良い経験を与えることができたと考えられる。

研究者交流
上記共同研究、セミナー参加のための派遣、受け入れを通じて研究者交流を行った。特に共同実験に
は若手研究者、博士課程大学院生を積極的に参加させることで現場レベルの交流を促した。またこれ
らとは別に 20 日～3 ヶ月程度若手研究者、博士課程大学院生を英国ラザフォード研究所、米国リバモ
ア研究所に派遣し、共同研究、情報交換や次世代ネットワークの基盤構築に役立てることが出来た。
また若手研究者、7 月開催のヨーロッパ物理学会プラズマ領域に２名、11 月開催の米国物理学会プラ
ズマ領域に 2 名派遣し研究成果の発表機会を与えた。
これらの結果、大学院生は予定より多く 20 人もの院生が参加し、活発に交流を行った。さらに日本
のコーディネーターを欧州拠点（英国ラザフォード研究所、仏国 LULI）および米国拠点・主要協力機
関に派遣しマッチングファンドを含めた戦略的な国際連携について検討することが出来た。

（１９００３

拠点機関：大阪大学）
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