
超高速エレクトロニクス研究会 第 6 回 研究会 

「アト秒科学，高次高調波，X線レーザー，自由電子X線レーザー(XFEL)，超短パルスレーザーなどに関す

る光源開発や応用」 

 

主催：超高速光エレクトロニクス研究専門委員会 

共催：AWCXR実行委員会 

   応用物理学会 

   北海道大学大学院工学研究院 

理化学研究所 

 

日時：2018年10月16，17日（火，水）9：00～17：30 

会場：北海道大学フロンティア応用科学研究棟 レクチャーホール（鈴木章ホール） 

 （郵便番号060－8628 札幌市北区北13条西8丁目） 

交通：札幌市営地下鉄南北線北12条駅より徒歩12分．もしくは北18条駅より徒歩10分． 

 URL: https://www.eng.hokudai.ac.jp/access/ 

内容：超短パルスレーザーの高出力化，高繰返化とともに，赤外領域の超短パルスレーザー光の研究と開発

が近年著しく進んでいる．赤外光源を用いた高強度レーザー物理の研究や，高次高調波発生によるXUV・X

線の発生など新たな局面が生まれている．また，X線自由電子レーザーSCLAの応用研究も進む一方，韓国で

は新たなPAL XFELが稼働し始めた．本研究会では，日本だけでなく中国，韓国，台湾などのアジア諸国の

研究者を招き，最近の「コヒーレントXUV・X線の発生と応用」に関する研究とその基礎となるレーザーの

研究について議論する．本研究会は，The 9th Asian Workshop on Generation and Application of Coherent 

XUV and X-ray Radiation (AWCXR)との共催である． 

 

研究会プログラムは，決定次第案内いたします．決定している講演者は以下の方々です． 

チュートリアル2名，招待講演者18名 

a) チュートリアル 

Kyung Taec Kim (IBS & GIST, Korea) TBA 

Toru Morishita（UEC, Japan） 

“Weak field asymptotic theory of tunneling ionization for atomic and molecular systems” 

 

b) 招待講演 

i）レーザー開発 

Yuxi Fu (RAP, RIKEN) 

“TW-class infrared femtosecond laser source and its applications” 

Nobuhisa Ishii (ISSP, Univ. of Tokyo)  

“Solid high harmonic generation in transmission and reflection using infrared light sources” 

Chih-Hsuan Lu (IPT, NTHU, Taiwan) 

“Greater than 50x solid-state compression of 1030 nm Yb:based laser pulses to single-cycle duration.”  

Zhiyi Wei (IOP, CAS, China) TBA 

ii) 高光電場現象 

Takeshi Sato (Univ. of Tokyo) 

“Application of time-dependent multiconfiguration and coupled-cluster methods to 

intense-laser driven multielectron dynamics in atoms and molecules 

https://www.eng.hokudai.ac.jp/access/


Tomohito Otobe (KPSI, QST, Japan)  

 “Computational approach for the ultrafast phenomena under intense laser fields” 

Yun Hyeok (IBS, Korea) 

“Coherent EUV emission generated through frustrated tunneling ionization” 

Jian Wu (ECNU, China) 

 “Electron-nuclear correlation in ultrafast dynamics of molecules” 

Ye Tian (SIOM, China) 

“Laser-driven micro plasma structure for coherent radiation”  

Feng He (SJTU, China) 

 “ ionization and dissociation of hydrogen molecules in strong laser fields” 

iii) アト秒・高次高調波関連 

Keisuke Kaneshima (Hokkaido Univ., Japan)  

“Ultrafast photo-isomerization dynamics of 1,3-cyclohexadiene probed via time-resolved high-harmonic 

spectroscopy” 

Dong Hyuk Ko (Univ. of Ottawa and National Research Council, Canada) 

“Temporal Characterization of Attosecond Pulses by Holographic Pulse Measurement” 

Huang Pei-Chi (IPT, NTHU, Taiwan) 

“Polarization Control of High-order Harmonics Pulse” 

Pengfei Lan (HUST, China)  

“High harmonic spectroscopy of molecules: from structure to molecular dynamics” 

iv) X 線自由電子レーザー 

Mizuho Fushitani (Nagoya Univ, Japan) 

“Ultrafast nonlinear ionization of atoms in intense XUV-FEL fields” 

Yuki Obara (Tokyo Univ. of Agriculture and Technology, Japan) 

“Femtosecond time-resolved X-ray absorption spectroscopy using SACLA” 

In Soo Ko (Postech and PAL, Korea) 

“Commissioning and Startup of PAL-XFEL” 

Ping-Hui Lin (NSRRC, Taiwan) TBA 

 

【参加資格・参加申込】 

参加資格：電子情報通信学会員および超高速エレクトロニクス研究会委員．  

参加費用：無料（予稿集付，バンケットは含まれません）． 

聴講のみの方は，会員もしくは委員である旨，受付で申し出てください．バンケット参加希望の

方はAWCXR (http://9thawcxr.riken.jp/) に参加登録を願います．参加登録費１万円（学生5千

円）を申し受けます． 

 

【問い合わせ先】 

関川 太郎（北海道大学）: sekikawa@eng.hokudai.ac.jp 

藤 貴夫（分子科学研究所）: fuji@ims.ac.jp 

小栗 克弥（NTT物性科学基礎研究所）：oguri.katsuya@lab.ntt.co.jp 

http://9thawcxr.riken.jp/
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