
会場 種別
整理
番号

ベスト
ポスター

対象
研究代表者 代理発表者 課題番号 研究課題

1 高性能計算機室 共同研究者のためのレーザー研ネットワークの紹介

2 全共DBワーキンググループ SEDNA実験データベース

3 ★ 田中　のぞみ 高強度パルスEUV光による物質アブレーションと材料プロセシング応用への可能性

4 ★ Lee Heun Tae 田中　のぞみ 2016B1-LEE_HEUN_TAE EUV generated elastic waves in materials detected using laser Doppler vibrometer

5 ★ 朝比奈　隆志 Particle-in-cellシミュレーションの二体衝突アルゴリズムにおけるエネルギー・運動量保存性の改善

6 岩本　晃史 クライオターゲット開発の進捗状況

7 難波　義治 フッ化カルシウム単結晶の加工と波長266nmでのレーザー損傷

8 ★ 白戸　高志 保存型電磁粒子法に関する研究

9 松清　修一 坂和　洋一 2016A1-MATSUKIYO プラズマ衝撃波のマルチスケール構造の精密測定

10 森田　太智 2016A1-MORITA 大型レーザー生成プラズマと外部磁場を用いた磁気リコネクションの実験研究

11 山本　直嗣 森田　太智 2016A1-YAMAMOTO Feasibilityt study on laser fusion rocket

12 ★ 山本　直嗣 児島　富彦 2016B1-YAMAMOTO レーザー核融合ロケット推進の基礎実験

13 ★ 森田　太智 児島　富彦 2016B2-MORITA レーザー核融合推進にむけた磁気ノズルによるプラズマ制御の数値解析

14 佐野　孝好 2016A1-SANO リヒトマイヤー・メシュコフ不安定性による磁化プラズマの乱流混合過程

15 Alexis Casner 佐野　孝好 2016A1-CASNER Radiative Rayleigh-Taylor Instability experiments on GEKKO

16 近藤　忠 境家　達弘 2016A1-KONDO 高圧鉱物生成に関するタイムスケールと隕石の衝撃変成起源に関する研究

17 境家　達弘 境家　達弘 2016A1-SAKAIYA 鉱物回収実験におけるその場観測手法の開発

18 薮田　ひかる 境家　達弘 2016A1-YABUTA Laser-shock experiment of carbonaceous chondrite and cometary ice analogue

19 西村　博明 2016A1-NISHIMURA レーザー駆動中性子による時間分解イメージング技術開発に関する研究

20 重森　啓介 2016A1-SHIGEMORI パラメトリック不安定性による高速電子を用いた超高圧力発生に関する研究

21 ★ Alessio Morace 上林　祥平 2016A1-MORACE Electrostatic collisionless shock generation with LFEX laser.

22 奥地　拓生 2016A1-OKUCHI Laser-shock compression of planetary ices

23 尾崎　典雅 2016A1-NORIMASA_OZAKI Ultrafast creation of long-range, periodic structure at extreme pressures

24 山川　考一 赤羽　温 2016A3-YAMAKAWA 超小型・完全モノリシック型光パラメトリックチャープパルス増幅器の開発

25 ★ 金邉　忠 永田　圭祐 2016A3-KANABE LFEX レーザーシステムの高性能化 ―ショットレート向上に関する研究―

26 岡本　隆幸 吉田　國雄 2016A3-OKAMOTO 応力フリーな光学薄膜の開発

27 吉田　実 本越　伸二 2016A3-YOSHIDA-1 Nd/Cr:YAG材料内におけるエネルギー移乗に関する研究

28 本越　伸二 2016B2-MOTOKOSHI 高出力レーザー用光学素子の開発

29 吉村　政志 2016B1-YOSHIMURA High-Power 355-nm UV Generation in CsLiB6O10

30 岡田　美智雄 寺本　高啓 2016B2-OKADA 銅酸化物薄膜の生成と物性解明

31 古瀬　裕章 2016B2-FURUSE-2 透光性セラミックス材料の開発

32 大久保　友雅 2016B2-OOKUBO EXAワット級レーザーを目指した広帯域回折格子の基本設計

33 ★ 山本　孝夫 白石　拓也 2016B2-YAMAMOTO 4K-GM 冷凍機の蓄冷材配置の最適化

34 古瀬　裕章 2016B2-FURUSE-1 Nd3+/Cr3+:YAGの増幅特性と熱物性値評価

35 砂原　淳 西原　功修 2016B1-SUNAHARA-1 極端紫外光源プラズマの物理機構

36 安田　清和 2016B2-YASUDA レーザープラズマ放射極端紫外光により誘起される異種材自己組織化ナノ構造

37 ★ 仁木　秀明 伊代田　智洋 2016B2-NIKI レーザー同位体分離の研究

38 寺本　高啓 2016B2-TERAMOTO インパルシブラマン散乱振動蛍光分光法の開発

39 藤田　雅之 Chosrowjan Haik 2016B2-FUJITA Polarization properties of corner-cube and axicon retroreflectors

40 谷　正彦 2016B1-TANI メタマテリアルおよびプラズモニクスを活用したテラヘルツ波発生・検出素子の開発

41 徳田　安紀 2016B1-TOKUDA 積層型メタルスリットアレイの透過特性

42 一柳　光平 2016B2-ICHIYANAGI 衝撃波内構造の解明に向けた時間分解分解X線回折・散乱測定法の開発

43 清水　俊彦 2016B1-SHIMIZU 新材料開発のためのレーザー圧縮による構造と光学特性の変化

44 ★ 田中　周太 2016B2-TANAKA 誘導コンプトン散乱のレーザー実験に向けての研究

45 ★ 山崎　了 田中　周太 2016A1-YAMAZAKI 磁化プラズマ中を伝播する低マッハ数の無衝突衝撃波の生成実験

46 中村　一隆 2016B2-NAKAMURA レーザーとX線パルスを用いた高圧力非平衡状態における構造ダイナミクス研究

47 ★ 東口　武史 原　広行 2016B1-HIGASHIGUCHI 放射流体シミュレーションによる多価ビスマスイオン放射の数値的評価

48 東口　武史 2016B2-HIGASHIGUCHI ホットスパークによる重元素高温プラズマからの放射スペクトル解析

49 ★ 城崎　知至 中島　良彰 2016B1-JOZAKI 数値シミュレーションによるレーザー駆動デトネーション伝播機構の解明

50 城﨑　知至 2016C-JOZAKI レーザープラズマ科学のための最先端シミュレーションコードの共同開発・共用に関する研究会

51 城﨑　知至 2016NIFS16KUGK099 イオンビーム駆動高速点火レーザー核融合の特性評価

52 ★ 川戸　栄 金武　直樹 2016B1-KAWATO-1
励起光のビーム品質の影響を考慮した青色レーザーダイオード励起
連続波 Ti:sapphire レーザーの効率に関する理論解析

53 ★ 川戸　栄 杉木　史弘 2016B1-KAWATO-2 連続波 Yb:YAG レーザーの光光変換効率に対する励起光のビーム品質の影響

54 ★ 川戸　栄 中島　直哉 2016B2-KAWATO 非線形波動伝播シミュレーションを用いたモード同期レーザーの 効率に関する理論解析

55 松岡　千博 2016B2-MATSUOKA 磁場による流体不安定性の抑制に関する研究

56 ★ 藤岡　慎介 坂田　匠平 2016NIFS15KUGK087 外部生成磁場による高速点火レーザー核融合の高効率化の原理実証

57 ★ 藤岡　慎介 武田　志十朗 2016NIFS15KUGK087 点火実証級加熱レーザー条件での磁場による電子ビームガイディング

58 ★ 羽原　英明 住岡　耕平 2016NIFS16KUGK103 中実低密度金属フォーム球を用いた爆縮コア加熱効率検証

59 古賀　麻由子 2016NIFS14KUGK080 高速点火実験用アルミコーンチップの開発

60 ★ 砂原　淳 安部　勇輝 2016NIFS15KUGK090 燃料球内面照射型高速点火の原理実証

61 ★ 重森　啓介 加藤　弘樹 2016NIFS16KUGK100 衝撃波駆動による核融合点火方式の研究

62 尾崎　哲 2016NIFS16KUGK101 LFEXレーザー球シェル内面照射による加熱効率改善の可能性研究

63 廣岡　慶彦 2016NIFS14KUGK083 慣性炉内エアロゾルのアブレーション反跳除去に関する実験的研究

64 乗松　孝好 2016NIFS15KUGK095 高速点火ターゲット飛行姿勢不安定性改善に関する研究

65 Daniele Margarone 余語　覚文 2016A1-MARGARONE Proton acceleration from a thin cryogenic H2 ribbon

66 余語　覚文 2016NIFS15KUGK096 イオン加熱高速点火のためのレーザー駆動イオン加速の高効率化とビーム収束

67 永井　正也 The responses of the water film under the irradiation of the THz-FEL

68 圓山　桃子 Output coupler for the contact grating THz device

69 ★ 和田 資子
Development of structural analysis method for metastable molecules in solution utilizing Coulomb
explosion induced by an intense laser pulse

70 ★ 北村　俊幸
Development of High-speed Defect Inspection System for Concrete Structure using Laser based
Remote Sensing

71 片山　芳則 Latest Topics at Synchrotron Radiation Research Center

72 米谷　佳晃 Free-energy landscape approach for understanding molecular rare event

73 並河　一道 石野　雅彦 Evolution of Mezzoscopic Domains in Ferroelectrics Observed by Soft X-ray Lasers

74 石野　雅彦 EUV x-ray laser ablation of materials

75 福田　祐仁
Collisionless shock acceleration of background gas ions at a contact surface triggered by a Coulomb
explosion of a cluster

76 藤岡　加奈 Study on bonding of lasere ceramics

77 坪内　雅明 Contact grating with Fabry-Perot resonator for effective THz light generation

78 長谷川　登
Observation of Transient Structures during Femtosecond Laser Ablation process using Soft X-Ray
Laser Probe

79 大和田　謙二 Coherent X-ray Materials Science

80 赤木　浩 Isotope selective ionization of N2 using a switched nanosecond laser pulse

81 赤松　憲 Study for Localization of Ionizing Radiation-Induced DNA Damage using Fluorescence Anisotropy

82 ★ 水野　英之 Evaluation of Photon-Exciton Strong Coupling in Organic Microcavity

83 森林　健悟 Similarity points between heavy ion science and high intesity field science

84 ★ 松井　隆太郎
Acceleration of 290 MeV quasi-monoenergetic proton beams triggered by the intracluster
collisionless shocks in the relativistically-induced transparency regime

85 小瀧　秀行 Single shot measurement of the plasma wave

86
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89

90

91

5月9日（13：30～15：30）

会
議
室　

ⓒ	

大
会
議
室　

（

Ⓓ

Ⓔ）
	

ー
ー

研

ー

発
表	

量
研

ー

発
表	



5月10日（13：00〜15：00）

会場 種別
整理
番号

ベスト
ポスター

対象
研究代表者 代理発表者 課題番号 研究課題

1 高性能計算機室 共同研究者のためのレーザー研ネットワークの紹介

2 全共DBワーキンググループ SEDNA実験データベース

3 ★ 岩田　夏弥
ピコ秒レーザープラズマ相互作用におけるホールボーリングの理論的限界とプラズマ吹き出しモード
への遷移

4 ★ 中島　希 多チャンネル中性子検出器による核融合反応中性子計測のための高速ゲート機構の開発

5 蔵満　康浩 Foreshock observation with nonlinear collective Thomson scattering

6 ★ Empizo Melvin John 
Structural and optical properties of hydrothermal-grown ZnO microrods as potential scintillator
materials

7 ★ Elmer Surat Empizo Melvin John 2016B1-SURAT Ultraviolet and terahertz emissions of a bulk zinc oxide single crystal

8 ★ 柴田　一範 軸外し放物面鏡の反射による焦点近傍での電磁場ベクトル分布の解析と応用について

9 ★ Myles Allen ZOSA Quasimonoenergetic Proton Production via Coulomb Explosion of Optimized nano spherical Targets

10 坂和　洋一 2016A1-SAKAWA 磁気リコネクション実験

11 ★ 澤田　寛 李　昇浩 2016A1-SAWADA テーラードパルスを用いた中実球の高密度プラズマ生成

12 ★ 疇地　宏 李　昇浩 2016NIFS12KUGK057 超高密度プラズマの高速点火核融合

13 ★ 藤岡　慎介 松尾　一輝 2016A1-FUJIOKA 強磁場下での高エネルギー密度プラズマの流体不安定性

14 ★ 松尾　一輝 強磁場中での爆縮コアの時間発展

15 ★ Sawada Hiroshi 松尾　一輝 2016NIFS13KUGK072
Areal density measurements of imploded cone-in-shell targets with high-energy K-alpha x-ray
backlighters

16 ★ Philipp Korneev King Fai Farley Law2016A1- KORNEEV
Laser-assisted generation of magnetized plasma structures in targets with curved surfaces: record
B-filed values and magnetized plasmas interaction.

17 ★ 尾崎　哲 小島　完興 2016A1-TETSUO_OZAKI 対向高速電子流による高密度プラズマ加熱

18 川嶋　利幸 伊山　功一 2016A3-KAWASHIMA 炉用ドライバーおよび大出力レーザー技術の高度化の研究

19 吉田　実 2016A3-YOSHIDA-2 光パラメトリク増幅による次世代高強度レーザーシステムの開発

20 吉田　実 2016B2-YOSHIDA Prドープ耐候性フッ化物ファイバによる先進的可視光レーザーの開発

21 中野　人志 藤岡　加奈 2016B2-NAKANO 特殊光ファイバを用いた新型光ファイバレーザーシステムの開発

22 ★ 岩佐　祐希 山ノ井　航平 マイクロ流体デバイスを用いたオレイン酸銅中実球ターゲットの作製

23 ★ 伊東　富由美 山ノ井　航平 2016B2-ITO 高性能高分子カプセルの品質評価

24 ★ 黒澤　俊介 2016B2-KUROSAWA 透光性セラミックスシンチレータの開発

25 ★ 佐伯　拓 増田　真一郎 2016B2-SAIKI Ce/Cr/Nd:YAGセラミックにおける実効的Ndイオン蛍光寿命の温度依存特性

26 Luis A. Guzman 2016B2-GUZMAN
Growth Kinetics of Partially Deuterated Potassium Dyhydrogen Phosphate (pDKDP) Crystals at High
Supercooling Conditions.

27 荻野　拓 猿倉　信彦 2016B2-OGINO Search for new novel ultraviolet luminescent materials based on layered mixed anion compounds

28 甲藤　正人 2016B2-KATTO
高輝度真空紫外コヒーレント光源の開発
～真空紫外光で拓く環境調和型プロセスの創成～

29 ★ 湯上　登 福田　琢也 2016B1-YUGAMI 静電場印加プラズマからのテラヘルツ電磁波放射

30 松井　龍之介 2016B1-MATSUI 有機・無機半導体ハイブリッド・システムによるアクティブ・テラヘルツ・メタマテリアルの開発

31 西川　博昭 2016B1-NISHIKAWA 結晶歪みと対称性の変化によるチタン酸ストロンチ ウム薄膜の強誘電性制御

32 李　大治 2016B1-LI_DAZHI Radiation from Graphene Surface Plasmon Polaritons

33 ★ 掛谷一弘 池端　隆晃 2016B1-KAKEYA テラヘルツ時間領域測定法によるアンダードープYBa2Cu3O7-δにおける超伝導ゆらぎの観測

34 李　相錫 2016B1-LEE Polarization Dependence of IR Transmittance of Anisotropic Checkerboard Patterns

35 大谷　知行 川山　巌 2016B2-OOTANI マイクロ波力学インダクタンス検出器を用いたアレイ検出器の性能均一化に関する研究

36 古田　寛 Adam Pander 2016B2-FURUTA Size/shape effects of CNT forest metamaterials in optical to THz properties

37 菜嶋　茂喜 2016B2-NASHIMA レーザー加工によるフレーム加工を施した高消光比ワイヤーグリッド偏光子の作製II

38 森　浩一 2016B1-MORI Laser Ablation and Plasma Expansion in Low-Pressure Atmosphere

39 ★ 山中　千博 新述　隆太 2016B2-YAMANAKA 月面微量水のレーザー同位体分光測定

40 村田　貴広 2016B1-MURATA 中性子線ガラスシンチレータの特性改良に関する開発研究

41 吉川　彰 清水　俊彦 2016B2-YOSHIKAWA フッ化物結晶の格子の圧縮によるバンドギャップエンジニアリングの検討

42 川合　伸明 2016B2-KAWAI 時間分解X線回折による衝撃圧縮下における降伏過程の解明

43 山田　英明 2016B2-YAMADA ダイヤモンド薄膜への高エネルギー照射についての研究

44 宇津呂　雄彦 中井　光男 2016B2-UTSURO 温度約１－４Kの領域における単結晶HD薄膜のNMR（IV）

45 菊池　崇志 2016B2-KIKUCHI-1 Study on Measurement Method for Physical Property of Diamond-Like-Carbon for Fast Ignition

46 菊池　崇志 2016B2-KIKUCHI-2
Development of Flyer Acceleration Method for Meteorite Impact Simulator Irradiating by Pulsed High
Current Electron Beam

47 北川　米喜 2016B2-KITAGAWA High repetition rate laser fusion studies in counter fast ignition scheme

48 ★ 砂原　淳 岡崎　克哉 2016B2-SUNAHARA-2 分子動力学手法による照射欠陥生成に及ぼす電子系の影響に関する研究

49 長友　英夫 2016A1-NAGATOMO 強磁場下での非局所電子熱伝導の計測、モデリングに関する研究

50 砂原　淳 長友　英夫 2016B1-SUNAHARA-2 大気及び水中の金属アブレーションの物理特性

51 加藤　進 長友　英夫 2016B2-KATO レーザーブレークダウンプラズマに関するシミュレーションコード開発

52 廣瀬　重信 佐野　孝好 2016B2-HIROSE 輻射磁気流体力学シミュレーションによる降着円盤の研究

53 政田　洋平 佐野　孝好 2016B2-MASADA 乱流パンピングによる黒点状磁場の自発的組織化

54 田口　俊弘 2016B2-TAGUCHI 超高強度レーザーと高密度プラズマの相互作用

55 坂上　仁志 2016NIFS15KUGK093 イオン補助加熱を用いた高速点火ターゲットの設計

56 ★ 佐々木　徹 2016NIFS16KUGK098 高速点火レーザー核融合高効率化に向けたWarm Dense Matterの電気伝導率の探求

57 Lorenzo Giuffrida 有川　安信 2016A1-GIUFFRIDA Enhanced Proton-Boron Nuclear-Fusion by GEKKO XII laser

58 Youssef Ahmed 有川　安信 2016NIFS16KUGK104
Neutron yield and fusion power of DD and DT reactions as key parameters to determine the proper
reaction for implosion and fast ignition of laser fusion

59 有川　安信 2016NIFS16KUGK105 トリチウムドープターゲットを用いたイオン温度計測手法の開発

60 古河　裕之 2016NIFS16KUGK097 レーザー核融合炉チェンバー内のプルーム同士の衝突の3次元シミュレーション

61 田中　和夫 羽原　英明 2016NIFS16KUGK102 レーザー誘起MeVプロトンビームを用いた核融合材料の損傷研究

62 金子　純一 有川　安信 2016NIFS16KUGK106 燃焼履歴計測を目指したダイヤモンドToF検出器の開発

63 ★ Farhat Beg 藤田　泰彦 2016NIFS16KUGK107 Investigation of intense proton beam transport in solids and compressed matter

64 ★ Morace  Alessio 2016NIFS16KUGK108 プロトン高速点火基礎実験

65 ★ 深田　智 西川　央哲 2016NIFS13KUGK067 レーザー核融合炉Pb-Li流からの気液接触トリチウム連続回収方式の検討

66 小倉　浩一 neutron measurement at the laser driven proton generation experiment

67 ★ 三上　勝大 Development of a high-average-power laser system for laser remote sensing under outside condition

68 榊　泰直 Charged beam diagnosis for laser-driven ion acceleration at J-KAREN-P

69 浮田　龍一 今園　孝志
Evaluation of imaging characteristics of flat-field gratings coated with reflective film in soft X- ray
region

70 今園　孝志 Polarization measurement of plasma X-ray laser

71 黒崎　譲 Quantum optimal control of the isotope-selective rovibrational excitation of diatomic molecules

72 ★ 近藤　康太郎 Development of real-time laser monitors for ion acceleration driven by J-KAREN-P with 0.1 Hz

73 桐山　博光 Recent advances of the J-KAREN-P laser

74 ★ 宮坂　泰弘 Development of a high-energy pump laser for an optically synchronized OPCPA

75 関川　太郎 板倉　隆二
Relaxation dynamics in conjugated diene systems studied by femtosecond time-resolved mass
spectrometry

76 乙部　智仁 Analytical theory for the transient absorption spectroscopy under circularly polarized laser

77 越智　義浩 Development of booster amplifier with Yb:YAG thin-disk in QUADRA-T

78 永島　圭介 Improvement of transmission grating device for terahertz wave generation

79 PIROZHKOV Alexander Characterization of the J-KAREN-P laser spot at 300 TW and pulse shape at full beam diameter

80 HARRIES, James Quantum Optics at a soft X-ray free-electron laser: experiments and simulations

81 ★ DOVER, Nicholas
Sheath asymmetry effects on accelerated proton beam distribution in high intensity laser solid
interactions

82 ★ DINH THANH HUNG Development of a high repetition rate plasma-based X-ray laser

83 村上　洋
Terahertz spectroscopy of free nanometer-sized water droplet　at low temperatures
（自由ナノ水滴の低温テラヘルツ分光）
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