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背景・目的	 

レーザープラズマ物理研究の進展によって，シミュレーション解析で考慮すべき物理モデルは多

様化している．また，実験における空間・時間スケールと実際にシミュレーション可能なスケール

のギャップを埋めるための多階層化，多スケールに拡張したコードでの解析が必要な場合も多くな

っている．一方で，この分野に携わる研究者人口は少ないだけではなく，領域を横断したシミュレ

ーション研究者の繋がりは，一部活発に行われているものの，非常に限定的であった．以上の状況

を踏まえ，関連研究者が個々に旅費を工面して参加するボランティア形式の会合を開催してきたが，

この分野の将来性，ソサエティの広がりを考えると，これを発展させて，広く参加者を募りレーザ

ー研のユーザー会の活動と連携させながら活動を活発化させていくことが望ましいと考え，H24 年
度からレーザー研の共同研究として研究会を実施し，多くの参加者が集まり，活発な議論が行われ

た．また，この中から個別の共同研究への進展もみられている． 
	 以上の状況を踏まえ，よりレーザープラズマのシミュレーション研究の活性化を図ることを目的

として，H26年度も継続申請し，レーザープラズマに関するシミュレーション研究者が一堂に会し，
情報交換が行える場として研究会を開催した．具体的目的としては，関連研究者の情報共有，共同

開発，コード共用，共同研究を通じて，研究成果を上げることを目指している． 
 
H26 年度研究会の概要	 

	 	 

開催時期・場所	 ：	 平成 27 年 1 月 7-8 日，阪大レーザー研研究棟大会議室で開催	 

参加者総数	 	 	 	 	 ：	 32 名（うちレーザー研外 18 名），発表件数：20 件	 

	 

通常の学会に比べ、個々の発表時間を長くした本研究会では、非常に活発な議論が行え，全体と

して盛況な研究会となった．	 

発表内容は，強磁場下での相対論レーザープラズマ相互作用やプラズマ流体運動、超高強度場領

域の輻射減衰，粒子加速，高速電子輸送，イオン駆動高速点火，などの発表があった．また，原子

過程，状態方程式，重イオンビーム物理等の物理課題に加え，高並列化を目指した計算手法や流体

コードの並列化手法、物質境界の取り扱い手法など数値計算に関する話題にも及んだ．理論・シミ

ュレーション関連研究者のみでなく、実験関係者も参加しており、実験的観点からの議論も行われ

た.	 

本研究会においては，研究会の前後，休憩時間，さらには懇親会の場でも，関連する討論が続け

られたことからも，レーザープラズマシミュレーションの研究者同士が情報交換できる場を提供で

きたことは，非常に有意義であった．本研究会を通して，個別の共同研究への発展も見られた．ま

た，次年度のレーザー研や双方向共同研究の申請直前の開催ということもあり，申請に向けた打ち

合わせの場としても活用されていた．	 

参加メンバーが、若干固定化してきて

感がある．次年度以降は研究会の案内を

より広く行い、新しい参加者が増えるよ

う心がけたい．	 

最後に，今回の開催の機会を与えてい

ただいた阪大レーザー研の共同研究・共

同研究拠点のサポートに感謝致します．

なお，前年同様，予算が限られていたこ

とから若手研究者の参加を奨励すること

にし，研究会開催費用の大半を大学院生

のサポートに利用したことを申し添える．	 
	 	 



研究会プログラム	 

「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」 

日 	   時：平成 27年 1月 7日（水）13：30	  ~	  1月 8日（木）17：00	  
会 	   場：大阪大学レーザーエネルギー学研究センター 	   研究棟 (Ｉ棟 )	  3階	 大会議室 	  

	  

1月 7日（水） 	  
【13：30～13：40】 	   開催挨拶 	   城﨑 	   知至（広島大学） 	  
	  

【13：40～15：40】	 セッション 1	   	   司会 	   城﨑 	   知至（広島大学） 	   	   	  
13:40  電子磁気流体力学的構造における運動論的効果 畑 昌育 阪大レーザー研 

14:10  磁化ビームプラズマ相互作用の非線形発展 田口 俊弘 摂南大学 

14:40  The effect of external magnetic field on the ion acceleration by collisionless shocks in laser 

plasma interaction. Qing	  Jia 阪大レーザー研	  
15:10  重イオン慣性核融合の粒子ビームを模擬したコンパクトシミュレータの検討と数値シミュレーショ

ン 

菊池 崇志 長岡技科大 

	   	   	   	   	   	   15：40～16：00	   休憩 	  
	  

【16：00～18：00】 	  セッション 2	   	   司会 	   田口 	   俊弘（摂南大学） 	  
16:00 最近接近似におけるクーロン相互作用モデル 西川	  亘	 岡山大学	  
16:30 スズドロップレットの挙動計算 砂原 淳 レーザー総研 

17:00 EUV 光源用 Sn ドロップレットターゲットの分散過程のモデル化とシミュレーション 

   佐々木	  明	 原研関西	  
17:30 錫ドロプレットにプレパルスレーザーを照射した場合のナノクラスター生成の可能性について 

 古河	  裕之	 レーザー総研	  
 

1月 8日（木） 	  
【9：00～11：00】 	   セッション 3	 	   司会	 坂上 	   仁志（核融合研） 	  
09:00 輻射減衰を取り入れた超高強度レーザーとクラスター媒質との相互作用に関する粒子シミュレ

ーション研究 岩田 夏弥 阪大レーザー研 

09:30 Short Pulse Generation and Amplification by the Flying Mirror Milos Skoric 核融合研 

10：00 レーザープラズマにおける無衝突衝撃波の生成条件の解明 長谷川 直毅 名古屋大学 
 

	   10：30～10：45	   休憩 	  
	  

【10：45～11：45】 	   セッション 4	 	  司会	 佐野 	   孝好（阪大レーザー研） 	  
10:45 高速電子ビームの磁場ガイディング 城﨑 知至 広島大学 

11:15 イオン補助加熱を用いた高速点火におけるイオンビーム特性の評価 坂上	  仁志	  核融合研	  
11:45 負荷分散技法 OhHelpによる粒子コードの並列化	   仁井	  大心	 大阪大学	  

	  

	   12：15～13：15	   昼食 	  
	  

【13：15～14：45】 	   セッション 5	 	  司会	 砂原 	   淳（レーザー総研） 	  
13:15 MHD 輻射流体シミュレーションによる強磁場生成シミュレーション 長友 英夫 阪大レーザー研 

13:45 RMI に関する最近の結果 佐野 孝好 阪大レーザー研 

14：15 爆縮シミュレーションの展望 白戸	 高志	 東北大学	  
	  

	   14：45～15：00	   休憩 	  
	  

【15：00～16：30】	 	   セッション 6	   	   司会	 長友英夫（阪大レーザー研） 	  
15:00 陰解法における Immersed Boundary 法の適用 柳川	  琢省	 核融合研	  
15:30 Laser Plasma Interaction in Inhomogenous Magnetized Plasma Wu Feng 京都大学 

16:00 高強度レーザーと高価数固体薄膜との相互作用による多価イオン生成過程と粒子加速 

川人 大希 京都大学 

【16：30～17：00】	 	   自由討論 	   	  


