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WHY WE ARE HERE TODAY

• IUPAP Member in Asia-Pacific: Japan  1922  Australia 
1925, China 1934 India 1948...  

• Asia-Pacific participation to IUPAP currently 17 
countries/regions 

• We often talk about the relation to US and Europe, but  
how about within Asia?  How about the connection to 
AAPPS (Association of Asia Pacific Physical Society 

• What IUPAP can do Issues in the area  

• Inequality in the opportunity in Asia-Pacific  region  

• Economy and Investment/ Gender 

\

Homi Bhabha  
(President  1960~1963)

YoshioYamaguchi--so called Prof. YY 
(President  1993-1996)

Bruce McKeller  
(President 2014-2017)



DONEC QUIS NUNC

Asian Problem (I) 
Research and development expenditure 

 in Asia Pacific Region 



ASIAN PROBLEM:GENDER EQUALITY

Fraction of women scientists are just too low. 



DONEC QUIS NUNC

Gende Gap Index.  
Low growth Australia, Pakistan,China, India, Japan (0~0.3%) 
Mid growth: Korea, Singapore  (0.7%) 
High growth:  Nepal, New Zealand



Nuclear and High Energy(~1997) 
Tristan(e+e- and PS) 

Photon Factory 

*Example: KEK and International collaboration by 1997 
     Korea 3195 person・day   

             (AMY  Tristan lead by S. Olsen   ) 
     China 3495   
     Australia 1442 
               (photon factory) 

*Recent leadership of IUPAP in human developments

How International  Collaboration 
helps human development? 

Yang Kee Kim (President of APS from 2024)



COVID AND FUTURE SCIENCE COMMUNICATION

通常学級に在籍する障害ある児童生徒の支援検討会…

公立校の休校0.1％、一部閉鎖1.6％…幼稚園はや…

私立大入学定員、東京都市大100人増・龍谷大15…

       

　文部科学省は2022年5月18日、2020年度の国際研究
交流の概況について調査結果を公表した。1年を通じて新
型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けたため、派遣
研究者数、受入研究者数ともに前年度（2019年度）から
大きく減少した。機関種類別では国立大学が多く、派
遣、受入れともに「東京大学」が最多だった。

　国際研究交流の状況に関する調査は、諸外国との年間
の研究交流状況等を把握し、国際交流推進施策に関する
基礎資料とすることを目的に文部科学省が毎年行っている。2020年度調査は、未来工学研究所に委託
し、国公私立大学、高等専門学校、独立行政法人等867機関から有効回答を得た。

　海外への短期派遣研究者数は、調査開始以降、2018年度まで増加傾向がみられたが、2020年度は前
年度比15万4,422人（99.8％）減の312人と大きく減少した。中・長期の派遣者数も、近年おおむね同
水準で推移していたが、2020年度は前年度比3,161人（75.7％）減と大きく減少した。

　海外からの短期受入研究者数は、東日本大震災等の影響で2011年度にかけて減少し、その後回復した
が、2020年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で大きく減少。前年度比2万1,791人（99.3％）

編集部ピックアップ

 ›!教育業界ニュース  ›!文部科学省 ›!記事"

国際研究交流、コロナ影響で派遣・受入れ大幅減少…文科省
　文部科学省は2022年5月18日、2020年度の国際研究交流の概況について調査結果を公表した。1年を通じて新型
コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、派遣研究者数、受入研究者数ともに前年度から大きく減少した。機関種類
別では国立大学が多く、「東京大学」が最多だった。

教育業界ニュース ／ 文部科学省 2022.5.19 Thu 15:15
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編集部にメッセージを送る&

AI時代、人間がすべき指導と
は…城南コベッツが示す「個別最
適化」実現のヒント

【中学受験】【大学受験】トラ
イ、中学受験・医学部受験セミナ
ー開催…大阪7/3、名古屋
7/10、東京7/17

【自由研究2022】伝えたい思い
やプロセスを評価「第2回プログ
ラミングスタジアム」エントリー
開始

【夏休み2022】ヤマハ英語教
室、小学生・幼児向け「夏の特別
体験レッスン」7-8月

【夏休み2022】J-POWERエコ
×エネ体験ツアー 水力・学生編無
料招待…エネルギー・環境
×SDGsを学び合う8/30-31

教育ICT Expo 2022ー注目が高まる教育ICT関
連製品・サービスを徹底研究

' ( )  

ホーム 受験 教育・学び プログラミング EdTech イベント 大学受験 by 東進

*人気記事ランキング *イード・アワード（顧客満足度調査） * ReseMom Editors' Choice *読者プレゼント

リセマム メンバーズ ! ユーザー登録 " ログイン こんにちは、ゲストさん

total visiting  
short term 
long tem 

Number of Visiting Scientists to Japan(1993-2020)

but we learned how to meet on-line 



 
 

The International Union of Pure and Applied 
Physics (IUPAP) celebrates 100 years in 2022 

 

The International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP) is the only international 
physics organization that is organized and run by the physics community itself. Its members are 
identified physics communities in countries or regions around the world. The IUPAP was 
established in 1922 in Brussels with 13 Member countries and the first General Assembly was 
held in 1923 in Paris. It currently has about 60 members.  In conjunction with the IUPAP 
Centenary Celebration, the Asia Pacific region is organizing a short online seminar on July 11, 
2022.  The program is available at: First Asia-Pacific IUPAP event on IUPAP 100 anniversary (July 
11, 2022) · Indico (cern.ch) 

  

 

 

 

 

 

 

 

The following themes is covered in the online 
seminar: 
• Issues related to developing regions.  
• on Diversity  
• on the relation between Physics and 

Industry  
• on Physics Education in Asia Pacific 

region 
• on IYBSSD 

How we can help Asia-Pacific physics 

People in the Large "missing area" actually need  
more support

How to develop the connection  
within  Asia-Pacific region?


