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私の研究分野

「プラズマ物理学」という宇宙物理や核融合、

プラズマテレビなど幅広い分野と関係する理

論物理研究者である論物理研究者である。

「レーザー核融合」の理論・シミュレーション研「レ ザ 核融合」の理論 シミュレ ション研

究

現在は自ら提唱した大型レーザーを用いた「

実験室宇宙物理学」なる新学術分野を世界の実験室宇宙物理学」なる新学術分野を世界の

仲間と開拓するため、実験組織のリーダーも

兼ねている。 2



レーザー宇宙物理学とは
1. 宇宙のコードをテストし改良・検証する

2. 予想しなかった新しい発⾒をする2. 予想しなかった新しい発⾒をする
3. 未観測な現象を予⾔をする

4. プラズマ物理学をより豊にする
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超新星爆発

Life of a star
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レーザー宇宙物理プロジェクト（PI: 高部）

無衝突衝撃波の生成と粒子加速の物理

坂和洋一，加藤恒彦，堂埜誠一，蔵満康浩，木村友亮，宮西宏併，遠藤恭，浩
尾崎典雅，長友英夫，重森啓介，門野敏彦，児玉了祐，乗松孝好，高部英明，
星野真弘、山崎了、大西直文、水田晃、J.Waugh，N.Woolsey, B.Loupias, 
Gregory, M.Koenig, J. Zhnag, Y-T Li 【阪大、東大、広大、東北大、千葉大、U. 
York(UK), LULI(France), SJTU(China)】

光電離非平衡プラズマの物理

西村博明, 藤岡慎介, 山本則正, 田沼 肇, 中村信行, 高部英明, 加藤太治、西村博明, 藤岡慎介, 山本則正, 田沼 肇, 中村信行, 高部英明, 加藤太治、
政井邦昭, 堂谷、Feilu Wang, Yuton Li, Gang Zhao, Jie Zhang, Steve Rose, Y-
J Rhee【阪大、核融合研、首都大東京、JAXA, IOP, NAOC, SJTU(China), 
Imp. Coll.(UK), KAERI(Korea)】p ( ), ( )】

惑星と隕石衝突の物理
重森啓介、弘中陽一郎，門野敏彦，佐野孝好，大谷一人，城下明之，中井
光男，疇地宏，三間圀興, 尾崎典雅，宮西宏併，遠藤恭，木村友亮，兒玉
了祐, 清水克哉, 境家達弘，高橋英樹，近藤忠, 入舩徹男，土屋卓久, 生駒
大洋, 岩本晃史, 奥地拓生，大野宗祐, 杉田精司，関根康人，松井孝典, 荒
川政彦, 中村昭子, Justin Wark 【阪大、愛媛大、東工大、核融合研、岡大、
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東大、名大、神大、U. Oxford(UK)】

レーザー宇宙物理プロジェクト（国際共同実験）

(1) Shocks in Universe and Origin of Cosmic Ray (2) Photo ionized Plasma(1) Shocks in Universe and Origin of Cosmic-Ray (2) Photo-ionized Plasma

Laser

X ray Image of SN1006:
Planetary Nebula, X-ray binary:  

P ibili f h i i d X l

Laser hole

X-ray Image of SN1006:  
Mainly by extremely relativistic electron 

cyclotron emission with E=1015eV.  

Possibility of  photo-ionized X-ray laser 
from Universe

Th l

Laser hole

Observation Window

レーザー

Backlighter Thermal x-rays
(TR = 80 eV)
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レーザー爆縮プラズマをX線光源として⽤い、
宇宙に存在する⾮平衡光電離プラズマを実験室内に⽣成 ILE, Osaka

S. Fujioka

Binary system in universe Laboratory experiment

Compact object 
(BH, NS, WD)

accretion disk

Stellar wind
Implosion plasma

Companion star

Implosion plasma

Preformed Si plasma

天体衛星を用いてコンパクト天体（ブラックホールなど）を研究する上で、光電離プラ
ズマの物理が重要
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Thin Synch. X-ray filaments tell large-B.
Cas A (AD1680) Kepler (AD1604)

1 ‘= 1 pc1 = 1 pc 30“ = 0.7pc

Tycho (AD1570) SN 1006 (AD1006)
upstream downstream

2.5‘ = 1.2 pc

SN 1006
(AD1006)

30“ = 0.3pc

(AD1006)

Bamba, RY et al. 2003, 2005
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JST-SSH 岡山県立玉島高校・中国研修（08年8月） 9

JST-SSH 岡山県立玉島高校・中国研修（08年8月） 10



連邦 崩壊旧ソ連邦の崩壊：1991.12
独立国家共同体（CIS)

第３回ザババヒン記念会議第３回ザババヒン記念会議
1992年１月１６日

最初の外国人
米国２ 英国２ 仏２ 日本１米国２，英国２，仏２，日本１
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この国の科学は死んでいるこの国の科学は死んでいる

• 中国を初めて訪れたのは1997年8月、北京。応中国を初めて訪れたのは 年 月、北京。応
用物理・計算数学研究所(IAPCM)からレーザー

核融合理論の講義を一週間してほしいと依頼さ核融合理論の講義を 週間してほしいと依頼さ
れ出かけた。

200ペ ジほどの英文テキストを用意して配布し• 200ページほどの英文テキストを用意して配布し

、一週間講義し。合間に、万里の長城や明の皇
帝廟 頤和園など見学させていただいた帝廟、頤和園など見学させていただいた。

• しかし、私は「2度と中国には来たくない」と憤懣

やるかたない気持ちで帰国した。「この国の科学
は死んでいる」というのが正直な感想だった。は死んでいる」というのが正直な感想だった。
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初めての中国訪問（１９９７年８月）
北京・応用物理計算科学研究所・一週間の集中講義北京 応用物理計算科学研究所 週間の集中講義
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私の日中戦争史観私の日中戦争史観
• 高校の時、中国の歴史が大好きだった。好きでよく

勉強した。大学生では井上靖の西域小説など。ここ
数年、宮城谷昌光の中国歴史小説を読破してきた。

• さらに、明治維新前後から、先の日中戦争までの歴
史も好きで、歴史小説やドキュメンタリーを読んで自史も好きで、歴史小説やドキ ンタリ を読んで自
分なりに勉強し、自分なりの歴史観を持っている。

• 97年に訪ねた際 最初に 研究所への訪問者が記97年に訪ねた際、最初に、研究所への訪問者が記
帳するノートの左一杯に日本語で、日本帝国陸軍を
中心とした中国への侵略に関する私個人の歴史認中心とした中国への侵略に関する私個人の歴史認
識を書き、一日本人として陳謝の意を記した。右に
は それを英訳して書いた。は、それを英訳して書いた。
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訪問記帳： 私は自分で日中の近代史を小説、ドクメンタ
リー、歴史資料など勉強し、その結果、日中戦争は日本
帝国陸軍の政府から乖離した独断の中国侵略であった帝国陸軍の政府から乖離した独断の中国侵略であった
ことを理解した。一日本人として、日中戦争は日本軍の
侵略行為であり、日本がかつて中国に多大な迷惑をか侵略行為であり、日本がかつて中国に多大な迷惑をか
けたことを陳謝したい。 （９７年８月？日：高部英明） 15

文化大革命と科学者の世代交代文化大革命と科学者の世代交代
• 中国の学術界には「失われた文革世代」という問題があった

文化大革命期(1966～1977)に高等教育を受けるはずだった。文化大革命期(1966～1977)に高等教育を受けるはずだった
世代が農村部での単純作業に従事させられた、所謂「下放」
のため、一部の海外留学生組を除いて高等教育を受けていな
い。

• 中国の若返りの大きな理由は文化大革命世代の空白であるが
、同時に、この空白を中国は積極的に科学の世界を若手中心
で推進する構造に変革することに利用した。その背景には中
国共産党のトップ ナイン(Top 9)が胡錦涛主席を初め全員理国共産党のトップ・ナイン(Top 9)が胡錦涛主席を初め全員理
工系出身であり、科学の推進に若手の活力や独創性がいかに
大切か理解していることもある。大切か理解していることもある。

• 友人曰く「文化大革命は大変痛ましい歴史的愚行であったが
、それがあったために、幸運にもこの国では世代交代を大が
かりに行うことができ、それが、今日の急速な科学発展に繋
がっている。歴史とは皮肉なものだ」と。
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４月からの中国共産党・新執行部員(Top-9)

９人全員が理系９人全員が理系
内４人が精華大学

(Tsinghua University)(Tsinghua University)

（中国理系の最高学府）（中国理系の最高学府）
17

張傑との運命的出会い張傑との運命的出会い

• 上の事情で中国科学への興味を失った。そんな私に事情 中国科学 興味を失 。そ な私
02年12月、どうしても北京での日中ワークショップに
参加してほしいとの日本側主催者からの依頼があっ参加 本側 催者 依頼 あ
た。私は何度も断ったが、

• 北京の物理研究所で開催された会議の発表を聞くう北京の物理研究所で開催された会議の発表を聞くう
ちに驚いた。中身が面白い。中国側は若手がどんど
ん出てきて 面白い研究内容を発表する。正直 驚ん出てきて、面白い研究内容を発表する。正直、驚
いた。

• そして 中国側の責任者も44才の研究者 44才にし• そして、中国側の責任者も44才の研究者。44才にし
て大研究所の副所長。名前は張傑(Zhang, Jie：以下

彼の愛称「Jie」を使う) 彼と運命的出会いをした、彼の愛称「Jie」を使う)。彼と運命的出会いをした。
18



021208
中国・北京 訪問印象記中国・北京、訪問印象記

高部英明
さて、中国。….

１．所長は４６才。表面物理が専門。ここ数年の中国指導部世代交代には刮目
される思いだ。若手は年長者に敬意を払い、年長者が若手に道を譲る。その長 敬 、 長 譲
構造が、ワークショップの間、主催者のZie Zhang(44才)と大御所のXian Tu He
さんの互いを立て合う様子を見て、ほほえましく感じられた。かつて「６０才はガ
キ、７０才で大人、８０才で指導者」といわれた中国のイメージは完璧に過去のキ、７０才で大人、８０才で指導者」といわれた中国のイメ ジは完璧に過去の
遺物になってしまっている。

２ 今回の中国側ワークショップ代表者は英国のラザフォード研究所のレー２．今回の中国側ワークショップ代表者は英国のラザフォード研究所のレー
ザー実験グループでMike Keyの後任としてリーダーをしていた（英国には
1989-1999と１０年間）。帰国してすぐ副所長で、きれいなQueens Englishを喋る。
とてもアクティブな実験家 彼のグル プは教官４人で大学院学生が３０人 今とてもアクティブな実験家。彼のグループは教官４人で大学院学生が３０人。今
回、個人的に知り合い、「孫子」、「劉備、関羽、張飛」など中国史について語り
合い意気投合
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August, 2004

President of 
CPS, Yang, g

Discussion on AAPPS with Prof. Y. Nie at HQ of Chinese Physical y
Society (CPS), Inst. of  Physics, Beijing, December 4, 2002.

Secretary of CPS, Y. Nie, H. Takabe, and Jie Zhang (from left to right) 20



新提案の最初の理解者

• レーザー核融合の分野では世界が認める「Takabe 
f l という公式があるformula」という公式がある。

• 彼は英国に９年間居たので英語が上手で、話が弾む。話
すうちに私も彼が気に入った。

• そこで、彼に提案した。「貴方の実験室のレーザーで、私そ で、彼に提案した。 貴方の実験室のレ ザ で、私
が提唱している実験室宇宙物理の実験を共同研究しませ
んか。私は理論家なので、どの様な実験をすればいいかんか。私は理論家なので、どの様な実験をすればいいか
提案をします」と。彼も私の新分野の内容を大変気に入っ
てくれた。くれ 。

• そして、「喜んで実験をしましょう」ということになった。実は
阪大ではレーザー核融合研究が中心で 宇宙物理の研、阪大ではレ ザ 核融合研究が中心で、宇宙物理の研

究に興味を示す実験家がいなくて困っていたのである。21

中国での研究活動開始中国での研究活動開始
• Jieとの出会いは私と中国との関係を決定的に変えた

。

• 共同実験を実施する前に勉強会を行い、若者を引き
宇宙物 究者 も参加を呼びか うとつけ、宇宙物理の研究者にも参加を呼びかけようと、

Jieが「実験室宇宙物理・夏の学校」を山東省威海（ウ
エハイ）のホテルで主催したエハイ）のホテルで主催した。

• 私は共同主催者ということで、私以外の講師を日本と
外国から招待する役を担った 欧米の友人を招待し外国から招待する役を担った。欧米の友人を招待し、
一週間の学校を04年－06年と3回開催した

• 同時に 北京の国家天文台副台長Zhao Gangのグ同時に、北京の国家天文台副台長Zhao, Gangのグ
ループも一緒に共同研究することになり、彼とも親しく
なったし、彼の部下Wang, Feilu博士を学振で2年間、g
私のグループに受け入れた。
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06年の実験室宇宙物理・夏の学校（ワークショップも兼ねた）。
山東半島威海（ウエハイ）の山東大学研究中心（ホテル）にて。

23

科学審査制度（米国 中国）科学審査制度（米国、中国）
• Jieと出会って程なくし、彼は最年少の中国科学院・Jieと出会って程なくし、彼は最年少の中国科学院

院士（アカデミー会員）に選ばれ、同時に、中国科学
院傘下の108の研究所の総責任者にも抜擢され、院傘下の108の研究所の総責任者にも抜擢され、
どんどん忙しい人間になっていった。

• 私が全米科学基金の友人から「米国の競争的資金• 私が全米科学基金の友人から「米国の競争的資金
の審査制度を体験してみろ」と、審査パネルに招待
されて実体験 中国も負けてはいないされて実体験。中国も負けてはいない。

• 北京のNSFCを訪問をアレンジしてくれた。

• その成果は中央公論の論文として、世界の中でか
なり遅れた日本の審査制度へ一石を投じた。
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中国も負けてはいない( by Jie)
1.米国NSFの科学官制度や審査パネルのすさまじさを
Jie ZHANGに話したところ、「中国も負けていない。
中国 制度があまりにうまく機能し る中国の制度があまりにうまく機能しているので、
ドイツから視察団がきた」と言われた。

2 Jie ZHANGは04年 46才の若さで全中国に広がる８2.Jie ZHANGは04年、46才の若さで全中国に広がる８
９の基礎科学研究所の総責任者に任命された。

3 NSFCは86年にCheng Ning YANG（1957年 NP 83歳）3.NSFCは86年にCheng Ning YANG（1957年,NP,83歳）
の献策で設立された。YANGは中国の科学発展には
米国NSFと同じシステムが必要であると、鄧小平に米国 と同じシ テ が必要であると、鄧小平に
説いた。そして、調査団を米国NSFに派遣し、NSF
の「いいとこ取り」をした。

在 学官 が4.現在では172名の専任の科学官（内、118人が教授、
助教授の名称を持つ）が米国NSFの科学官達と同じ
ように忙しくしている

25

ように忙しくしている。

National Natural Science 
Foundation, China

2005年2月 訪問 （通訳：WANG Feilu）
26

2005年2月 訪問 （通訳：WANG,Feilu）



February, 2005

Gang Zhao Yi l ZhGang Zhao, 
NAOC

Yinglan Zhang
NSFC

27
Jie Zhang

IOP
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日中共同研究の開始日中共同研究の開始

日中共同研究を学振とNSFCに共同申請し 採• 日中共同研究を学振とNSFCに共同申請し、採
択された（05年－07年）。その予算で共同実験
を大阪と上海で実施し 複数の論文を一流紙にを大阪と上海で実施し、複数の論文を 流紙に
掲載した。

• 最初のテーマを終了し 新たなテーマを始めた最初のテ マを終了し、新たなテ マを始めた
のが書き出しの実験である。共同研究の相手は
物理研究所と国家天文台のグループだが、実験
が がが大がかりであることから、上海や成都の科学
者、技術者にも参加していただいている。

共同実験や夏 学校を通し 中国 人脈がど• 共同実験や夏の学校を通して中国の人脈がど
んどん増えていった。
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上海の大型レーザー上海の大型レ ザ

• 日中共同実験は、超新星爆発で生じる宇宙衝撃波を、中共同実験 、超新星爆発 る宇宙衝撃波を、
上海にある大型レーザー「神光II（シンガン2号）」で実験
室に再現する。室 再現する。

• 上海のレーザーは上海北部・嘉定区の科学衛星地区（
設立50周年だそうだ）の上海光学精密機械研究所にあ設立50周年だそうだ）の上海光学精密機械研究所にあ
る。研究所の職員約千人、科学者や技術者は500人、
大学院生も250人だそうだ。大学院生も250人だそうだ。

• 私の所属する阪大には日本一大きな激光XII号という直
径30cmのレーザー12本からなる装置がある径30cmのレーザー12本からなる装置がある。

• 神光IIの横には2年後の完成を目指した9本の大型レー
ザ の建設が進んでいる 出力は阪大の装置の10倍ザーの建設が進んでいる。出力は阪大の装置の10倍
も大きくなる。

30



Shengguang-II (SG-II)、上海

Nd:glass laser, 8 beams, 
3kJ@0.35μm, 1ns. (over 3000 shots)

The 9th beam (4.5kJ@1μm, 3ns), 
for backlighter source.J μ , ( )

• to be updated to 
20kJ@0 35 3 (2009)

• to be updated to PW 
(1 5kJ 2 )

31

~20kJ@0.35μm, 3ns (2009) (1.5kJ，2ps)
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アジア太平洋物理学会連合アジア太平洋物理学会連合

Ji とは偶然であるが日本 中国の物理学会の理事同• Jieとは偶然であるが日本、中国の物理学会の理事同
士という関係でもあった。

私は日本物理学会の理事で国際交流担当 会長から• 私は日本物理学会の理事で国際交流担当。会長から
「アジア太平洋物理学会連合」（19カ国・地域の物理
学会が加盟 傘下の総会員数は約10万人学会が加盟。傘下の総会員数は約10万人。
http://www.aapps.org/ ：略称「AAPPS」。以下略称を
使う) の活性化を依頼されていた。)

• 02年にJieと初めてあった際、中国と台湾の関係が心
配で中国物理学会（会員数4.6万人）の国際交流担当
理事のNieさんとの面談をお願いした。05年1月には
Jieも私もAAPPSの理事にそれぞれの学会推薦で選
出された やはり縁は深い出された。やはり縁は深い。
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The Globe is Getting NarrowerThe Globe is Getting Narrower

EPSEPS
83,000 APS

43 00043,000

AAPPSAAPPS
100,000
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Member Societies of AAPPS
1 ASEAN I tit t f Ph i ( ) N b f b1. ASEAN Institute of Physics     ( ) Number of members
2. Australian Institute of Physics
3. The Chinese Physical Society (40,000) 
4. Physical Society of Hong Kong(130)
5. Indian Physical Association(3,500)
6. Indonesian Physical Society (5,000)6. Indonesian Physical Society (5,000)
7. The Physical Society of Japan: JPS (18,000)
8. The Japan Society of Applied Physics (24,000)
9 The Korean Physical Society (10 000)9. The Korean Physical Society (10,000)
10. Malaysian Institute of Physics(1,000)
11. Mongolian Physical Society(110)
12 N l Ph i l S i t12. Nepal Physical Society
13. New Zealand Institute of Physics
14. Physical Society of Philippines(200)
15. Singapore Institute of Physics
16. South East Asia Theoretical Physics Association
17. The Physical Society located in Taipei (1,300)e ys ca Soc ety ocated a pe ( ,300)
18. Thai Physics Society(755)

19. Vietnam Physical Society (1,200) Total ~ 100,000
34



14th Council Meeting of AAPPS
Pohan, Korea   June, 2004

35

14th Council Meeting of AAPPS
AP Physics Summit; Launch Meeting of WYP2005AP Physics Summit; Launch Meeting of WYP2005

Kaoshung, January 2005
36



16th Council Meeting of AAPPS
Osaka, Japan, April 2-4, 2006

37
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AAPPS Bulletin, bi-monthly, 4000 hard copies

AAPPS HP : e-journal also started on May, 2002

AAPPS Bulletin, bi monthly, 4000 hard copies

http://www.aapps.org/
39

上海交通大学
• 06年の夏の学校を終え、北京でJieとAAPPSの

活性化について話し合っていた時 彼が「実は活性化について話し合っていた時、彼が「実は、
俺は有名大学の学長に選出された。どこの大学
かは現段階では言えないが」と発言。

• 11月に正式に上海交通大学学長に就任。上海
との深い関係が始まった。

• 実は、83才になる母は上海の日本租界地生ま
れである。日中戦争が上海にまで波及してくるま
での11年間を上海で育 た 子供の頃 戦前のでの11年間を上海で育った。子供の頃、戦前の
上海の自慢話をよく聞かされた。

「当時は東洋のパリと言われ 高層ビルが建ち• 「当時は東洋のパリと言われ、高層ビルが建ち
並び、週末には父が車でガーデンブリッジ（今も
使われている）を渡り繁華街に良くつて連れて行使われている）を渡り繁華街に良くつて連れて行
ってもらった」などなど。 40



41

大阪大学との深い縁大阪大学との深い縁

• さらに驚いたことに、阪大が大学間学術交流
協定を中国で初めて締結したのが上海交通
大学で(1995年)、上海交通大学と阪大は姉( )
妹校的関係にある。

• 毎年、交互に場所を移し学術セミナーを開催毎年、交互に場所を移し学術セミナ を開催
している（08年秋で13回目）。

• 学長に就任しても共同研究は続いた 冒頭の• 学長に就任しても共同研究は続いた。冒頭の
上海での共同実験。実は私が昨年、Jieに無
理矢理お願いしていたのを 所長と交渉して理矢理お願いしていたのを、所長と交渉して
くれ、何とか10日間の実験枠を確保してくれ
たた。
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上海交通大学Joint Institute構想

• 大阪大学・上海交通大学共同教育研

レーザー研：高部教授構想

大阪大学 上海交通大学共同教育研
究機構 (OU-SJTU Joint Institute)

• 現状：U Michigan-SJTU Joint Institute• 現状：U Michigan-SJTU Joint Institute

（ http://umji.sjtu.edu.cn/ ）

• 世界中の著名教授の講義を英語で

• 両校の学位獲得(W degrees)可能g

• 教育・研究の欧米を越えた水準

• まず プラズマ物理学 次に物理学で• まず、プラズマ物理学、次に物理学で
実践し、制度設計を行い、全学構想へ

これは上海交通大学から正式な勧誘• これは上海交通大学から正式な勧誘
44



日中共同事業の時代へ

• 日本では第4期科学技術基本計画の検討が始まりつ
つあるつある。

• 第3期基本計画（平成18－22年度）には第3章の「４．
国際活動の戦略的推進」として「（2）アジア諸国との協国際活動の戦略的推進」として「（2）アジア諸国との協
力」の記述がある。アジア諸国との間の科学技術の連
携を強化、そのための政策対話「アジア地域科学技
術閣僚会議（仮称） 等を実施する と詠われている術閣僚会議（仮称）」等を実施する、と詠われている。

• 第4期では是非、日中の科学技術に関する共同事業
の予算化を可能にする文章を盛り込んでいただきたの予算化を可能にする文章を盛り込んでいただきた
い。

• 中国、韓国などアジアとの学術交流も新段階へ進む中国、韓国などアジアとの学術交流も新段階 進む
べきである。Jieと私は、教育センターと別に、大型レ
ーザー装置と計測装置を日中共同で建設し、実験室
宇宙物理など基礎科学を共同研究する研究所を作ろ宇宙物理など基礎科学を共同研究する研究所を作ろ
うではないかと、話している。 45

なぜ上海かな 海
• 「何故、大阪でなく上海か」とよく質問される。上海に

は上海光学精密機械研究所があり「地の利」がよいこ
と さらに その研究所構想を韓国 台湾の友人達にと。さらに、その研究所構想を韓国、台湾の友人達に
話せば、彼らも加わり、最終的にアジアの研究・教育
拠点にできる。拠点 。

• 日本でなく上海の政治的背景の明快な答えを9/25、
霞ヶ関ビル30階で聞いた。文科省顧問の林幸秀氏の
「日本の科学技術の現状と展望」と題する2時間講演「日本の科学技術の現状と展望」と題する2時間講演
においてである。

• Jieと私が合意している科学技術推進は林氏の結論にJieと私が合意している科学技術推進は林氏の結論に
大変近い。氏は講演のなかで、「東アジア科学技術連
合（仮）」を提唱し、それはかつての日本中心の「大東
亜共栄圏 の発想であ ては機能しないことを強調さ亜共栄圏」の発想であっては機能しないことを強調さ
れた。

• 本部や共同研究施設を日本以外に譲れ という考え• 本部や共同研究施設を日本以外に譲れ、という考え
方だ。物理分野でまさにその精神実現を推進している
のがAAPPSであり、Jieとの構想である。
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ワッセナー協定と国内法ワッセナ 協定と国内法
• 私が大型レーザーで宇宙物理など基礎科学に特化し

たのは ワ セナ 協定を意識したからである またたのは、ワッセナー協定を意識したからである。また、
Jieとしては彼が所属する中国科学院は基礎科学に
重点を置いているからである。重点を置いているからである。

• しかし、基礎科学とはいえ、先端科学・技術が絡む共
同事業には、我が国ではこの協定に基づく国内法が
障害となるだろう この協定は対共産圏輸出統制委員障害となるだろう。この協定は対共産圏輸出統制委員
会（ココム）の終了に伴い、1996年7月に設立された。
通常兵器及び関連汎用品・技術の責任ある輸出管理通常兵器及び関連汎用品 技術の責任ある輸出管理
を実施することにより、地域の安定を損なうおそれの
ある技術などの過度の移転と蓄積を防止することなど
を目的にしているを目的にしている。

• ただし条約と違い協定なので国際法的拘束力はない
。我が国独自の法令に則り、経産省の安全保障貿易。我が国独自の法令に則り、経産省の安全保障貿易
管理課が担当している。

47

国内法の見直しが必要国内法の見直しが必要
• 大型レーザー技術はその法令に抵触する可

能性がある。そこで、より実現性のある方法と
して、Jieと話している共同施設では大型レー
ザーは上海光学精密機械研究所で製作し、
日本側は建物や維持費などを負担するやり
方を考えている。

• なお ドイツなどは時代の変化に対応し 協なお、ドイツなどは時代の変化に対応し、協
定を柔軟に受け止めて国内法も修正し、企業
活動や学術協力を積極的にしている 上海交活動や学術協力を積極的にしている。上海交
通大学にはドイツ製の溶接用大型レーザー
が共同研究装置として寄贈されているが共同研究装置として寄贈されている。
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上海交通大学の国家重点研究室「レーザー溶接研究室」でドイツと
の共同研究で活躍している独「SCHULER」社製の大出力レーザー

49

科学技術からアジア連合へ科学技術からアジア連合へ
• 高度な計算ソフトは米国では安全保障の要であ

るる
• マイクロソフトの開発部門の1/3が中国（北京）に

有ることをご存じですか？現在 北京市の中関有ることをご存じですか？現在、北京市の中関
村に中国本社ビルを建設中で、2010年の完成
後は5000人の社員が働く場になる後は5000人の社員が働く場になる。

• 米国もドイツもビジネス・研究としたたかに、深く
中国の頭脳に接近している中国の頭脳に接近している。

• 是非、第4期基本計画立案に関わっている方達
は、アジアとの連携に共同施設建設・共同事業は、アジアとの連携に共同施設建設 共同事業
を盛り込んでいただきたい。そして、科学技術の
分野から米国、欧州と対峙できるアジア連合

に向けた先陣を切 ただきた(AU)に向けた先陣を切っていただきたい。
50



まず 物理の分野からの連携まず、物理の分野からの連携
• 「日本が世界の中で敬意を払われるような科学技術

創造立国であり続けるために 次の世代が世界の舞創造立国であり続けるために、次の世代が世界の舞
台で活躍できる『仕組み』をいかに作っていくか」という
課題を意識し続けている。課題を意識し続けている。

• その一つの解がアジア太平洋（ここで、「太平洋」とは
オセアニアを意味する）における欧州連合と同じ強い
連携の形成である連携の形成である。

• アジア太平洋物理学会連合でまず物理の分野から強
い連携を始めようと 自分の専門分野である「プラズい連携を始めようと、自分の専門分野である「プラズ
マ物理学」の部門形成を始めた。

• しかし、私の友人達は賛同してくれるが、皆、大変忙ししかし、私の友人達は賛同してくれるが、皆、大変忙し
くなかなか具体的な動きが自発的に出てこない。むし
ろ、上記のような具体的な共同事業から初めて、その
情報を共有する組織としての学会の部門形成を行う情報を共有する組織としての学会の部門形成を行う
べきか、と今は思っている。 51

国内外のネットワーク形成国 成

December 12-15, 2006 Osaka

9カ国25名のプラズマ物理研究者が大阪に集結し、アジア太平洋物理
学会(AAPPS)に「プラズマ物理部門」設立で合意 次世代のために学会(AAPPS)に「プラズマ物理部門」設立で合意。次世代のために
AAPPSをAPS, EPSに次ぐ世界第3局の物理学会にする構想を議論した。52



プラズマ物理の学校（上海交通大学）プラ 物理の学校（ 海交通大学）
May 26-28, 2007
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実験室宇宙物理の世界は広がる

Osaka, JP

RAL UK UoR USRAL, UK UoR, US

Ecole.P, FR
Livermore, US

アジア：２

Shanghai, CN

米国：２
欧州：２

現時点で実験室宇宙物理
実験を行っている研究機関 54
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HiPER Project in EU
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米国エネルギー省(DOE)「科学を基礎とした
核兵器の維持管理」 年額２０億ドル核兵器 維持管 」 年額 億

地下核実験なしでコンピューター

5858

上で維持管理をする。そのため
にはコードの改良、検証をする模

擬実験が必要である



NIF日米国際共同実験の開始NIF日米国際共同実験の開始
米国リバモア研で０９年５月２９日に完成祝賀
会が開催されるNIF(National Ignition Facility)
を利用した日米共同実験の可能性を議論す

る事で合意した。

５月３０日に、物理部門長でDOEから戻ったChris Keaneを中心
に、Bruce Remington, Steve Libby, Richard Boyd達と、NIFを国
際的に開かれた基礎科学研究の共同利用装置にしていくため

の第一歩を踏み出す。
59

アジアでの合意形成を先にアジアでの合意形成を先に
• まずは、中国との共同事業による人類の知的共有財

産である基礎科学の推進は 日本だけで米国 欧州産である基礎科学の推進は、日本だけで米国、欧州
と対峙できない状況になりつつある世界情勢で避け
がたい方向ですがたい方向です。

• たとえば、ＥＵと6カ国の7局が推進しているITER（国
際熱核融合実験炉）プロジェクトで日本は苦い思いを際熱核融合実験炉）プロジェクトで日本は苦い思いを
した。装置を日本に誘致しようとしたが、アジアでは中
国がフランスを支持したことからフランスに決まった。

• そして、建設費は「仏に作るのでEUは約半分を出しま
す」と言う

• が、アジアからの日本、韓国、中国、インドの供出金を
合計すればほぼ同額である。このあたりも欧州はした
たかな外交を展開し るたかな外交を展開している。

60



機能体の共同体化機能体の共同体化

最後に 日中共同事業を科学技術で推進するこ• 最後に、日中共同事業を科学技術で推進するこ
とで、日本の研究所群が活性化する点も重要で
ある 日本にはたくさんの研究所や研究センターある。日本にはたくさんの研究所や研究センタ
がある。設立当初は目標・理念をはっきり皆が自
覚し、皆連携しながら活発な研究を展開する「機覚 、皆連携 な ら活発な研究を展開する 機
能体」としてスタートした。ところが、年月が経つ
うちに、組織というものは「機能体の共同体化」
[12]が起こ てくる[12]が起こってくる。

• 企業の場合、それは利益率の低下など「数値的
評価」を毎年突きつけられるから 自ら体質改善評価」を毎年突きつけられるから、自ら体質改善
が可能だし、そうしないと倒産してしまう。

• しかし 大学の研究所などは評価があやふやで• しかし、大学の研究所などは評価があやふやで
、自己改革がなかなかできない。 61

パラダイムシフトで機能体の再構築をパラダイムシフトで機能体の再構築を

• 私の恩師の山中千代衛先生は現役の頃「研究
所 センタ の寿命は20年 20年経 たら単な所、センターの寿命は20年。20年経ったら単な
る研究者の集合体になってしまう。20年をめどに
Scrap & Buildを断行すべきだ」とよくおっしゃらScrap & Buildを断行すべきだ」とよくおっしゃら
れていた。

• ところが、我が国ではこれがなかなかできない。ところが、我が国ではこれがなかなかできない。
• 冷戦が終結し、グルーバル化の21世紀が到来し

た。この段階で、国内装置の更新ではなく、中国た。この段階で、国内装置の更新ではなく、中国
やアジアとの共同研究設備の新設という新しい
パラダイムにシフトすべきである。

• 国際共同事業という「パラダイムシフト」により、
我が国が先頭を切り、アジア地区の研究分野の
「機能体」としての再出発が可能となるのではな「機能体」としての再出発が可能となるのではな
かろうか。 62


