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数物系科学分野 

山本 智（東京大学大学院理学系研究科・教授） 

 

 天文学・宇宙物理学分野の学術動向として、昨年度大き

く進展したテーマの中で、特に、(1) 国際共同大型電波干

渉計 ALMA による観測と、(2) 宇宙背景放射の B モード

の検出を取り上げた。ALMA による観測では、まだ部分運

用段階ではありながら、星・惑星系形成領域での構造形成

過程と物質進化が克明に捉えられつつある。太陽型原始星

の周りの原始星円盤形成の最前線における劇的な化学変

化の発見や、原始惑星系円盤で CO が星間塵から蒸発する

現象が見出されたことはその一例である。今後、星・惑星

系形成領域における物質進化が、化学分野、地球惑星科学

分野を巻き込みつつ大きく発展することが見込まれる。一

方、宇宙背景放射のＢモードは、宇宙誕生時に起こったと

考えられるインフレーションの痕跡として多くのプロジ

ェクトが検出を試みてきた。遂に、2014 年 3 月、カリフ

ォルニア工科大学を中心とするグループが南極極点に設

置した電波望遠鏡を用いて、初めて検出に成功したと報じ

た。他の実験や理論予想との矛盾が残されているが、今後、

地上望遠鏡による確認、衛星望遠鏡による精密観測が益々

重要になってきている。この分野は、高エネルギー素粒子

物理学と天文学の境界として発展が期待される。 

 学術振興方策に関する調査では、(1) 天文学分野におけ

る大型研究の現状と科研費等による支援の在り方につい

て、および、(2) 若手研究者の交流促進の方策を取り上げ

た。前者は、天文学分野で検討が進められている２つの大

型計画（SPICA、 SKA）を紹介するとともに、それらに

限らず大型研究を推進する上で研究者コミュニティーの

内包する問題と、大型研究および国際共同研究に関する科

研費での支援の在り方について、提言をまとめた。(2)につ

いては、昨年度に引き続き、日本への欧米からの PD が少

ない理由について、海外の著名研究者の意見を聴取し、と

りまとめた。わが国からの積極的なアプローチが欠如して

いる実態が確認された。 

 

 

 

数物系科学分野 

川村 光（大阪大学大学院理学研究科・教授） 

 

平成 25 年度の主な活動として、12 月 17 日、18 日の両

日に大阪大学豊中キャンパス・シグマホールにて国際シン

ポジウム「物理学、宇宙・地球惑星科学の学際研究フロン

ティアの動向」（International Symposium on Research 

Frontiers of Physics, Earth and Space Science）を開催し

た。シンポジウムは数物系調査班がカバーする、素粒子物

理学、原子核物理学、物性物理学、宇宙科学、惑星科学、

地球科学といった諸分野の過去・現在・未来を分野横断的

に俯瞰し、学際的な視点から将来の動向を探ろうという野

心的な企画であった。 

 最近の学問分野は専門化・細分化が進み、例えば数物系

専門調査班がカバーしている諸分野を取ってみても、各研

究者がその全体を俯瞰することは極めて困難であり、また、

現実にそのような機会もほとんどないというのが実情と

思われる。本シンポジウムは、専門化・細分化が進んでき

た数物系の諸分野をより大きな視点から一度見直してみ

ようという試みとして企画された。 

 組織委員として、宇宙科学分野より常深博・大阪大学教

授、地球科学分野より中嶋悟・大阪大学教授、素粒子物理

学分野より細谷裕・大阪大学教授、物性物理学分野より赤

井久純・東京大学教授と鹿野田一司・東京大学教授に御助

力を願い各分野よりそれぞれ招待講演者を御推薦いただ

き、ノーベル物理学賞受賞者の南部陽一郎博士（Osaka 

Univ.）を始めとして、Gordon A.  Baym 博士（Univ. 

Illinois）、Stefan Blügel 博士(Forschungszntrum Julich）、

Yves Gueguen 博士（Ecole Normale）、Karl Jakobs 博士 

(Univ.Freiburg)、中嶋悟博士（Osaka Univ.）、小山勝二博

士（Kyoto Univ.）、前野悦輝博士（Kyoto Univ.）、常行真

司博士（Univ. Tokyo）、Megan C. Urry 博士 (Yale Univ.)

の 10 名の内外の著名な研究者の方々に、本シンポジウム

の趣旨を御理解の上、貴重な御講演を頂くことが出来た。

また、シンポジウム二日目には一般参加者 40 名のポスタ

ー発表も行った。二日間通して 130 名もの数の学生・研究

者の方々の参加があり盛況であった。 

講演と会場内外の質疑・討論を通し、サイエンス面に限ら
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ず、財政面、資源面でも次第に先鋭化していく現代科学に

おいて、各専門分野間および社会全体とのバランスをどう

取っていくかが極めて重要であることが認識された。詳細

は、会議のHP

（http://thmat8.ess.sci.osaka-u.ac.jp/Meeting2013/index

.html）にも記載されている。 

 

確率論分野 

長田 博文（九州大学大学院数理学研究院・教授） 

 

確率論における内外の最新の研究動向について調査し

た。今年度は特に、確率解析に重点を置いて調査した。 

 現代確率論の研究では、確率過程、つまりランダムな現

象の時間発展について研究することが、主流である。この

研究の流れは、約 100 年前のバシェリエ、ウイナー、レビ

達によるブラウン運動の研究に始まり、コルモゴロフによ

る確率論・拡散過程論の基礎付け、そして伊藤清による確

率解析の創始につながり、最近では例えば数理ファイナン

スという現実世界にも強い影響を与えた。 

伊藤清による確率解析の創始ののち、この分野は度々新し

い理論を生み出し、進化発展してきた。元々の確率解析は、

ブラウン運動に基づくものであったが、1960 年代、渡辺

信三と国田寛により、martingale に基づく確率解析へと装

いを新たにした。これは、しばしば技術的なものと見なさ

る傾向があるが、この一般化は自然なものである以上に、

数理ファイナンスへの応用を初めとして、応用上もなくて

はならない存在である。その後、福島による Dirichlet 形

式理論、1970 年代半ばのマリアヴァン解析と発展し、1990

年代半ばからは、Lyons のラフパス理論という新たな、無

限次元解析が生み出された。 

 Lyons のこの理論は、確率微分方程式の強解の不連続性

は Levy area にのみあると喝破したもので、応用上も、そ

のスピンオフを確率微分方程式の数値解析に使用するな

ど、柔軟性と重要性を持っている。最近は、Hairer が、

KPZ 方程式という数理物理の分野で非常に盛んに研究さ

れている対象に対して、ある種のラフパス理論を応用し専

門家を驚かせた。このように、今後この新たな、無限次元

確率解析が、開花し、重要性を持っていくものと思われる。 

以上の知見を、RIMS で開催した確率論シンポジウム、コ

ロラド大学の「Stochastic Processes and their 

applications」とよばれる国際会議、ベルリン工科大学、

Bonn 大学、Courant 研究所、名古屋大学へおよび千葉大

学への訪問を通じて取得した。 

 

代数学分野 
金銅 誠之（名古屋大学大学院多元数理科学研究科・教授） 

 

日本数学会の春期賞（毎年１名が受賞）の今年度の受賞

者は代数幾何学が専門であるが、その研究テーマに導来圏

が挙げられる。このテーマは数年前の代数学関係の春期賞

受賞者にも当てはまる。連接層の導来圏はもともと代数幾

何学のホモロジー代数的な取り扱いのために 1960 年代

に導入された。1980 年代の Fourier-Mukai 変換の研究を

端緒にして、導来圏そのものの研究という大きな研究の流

れができている。近年では表現論、環論、代数幾何学など

代数学分野はもちろん、ミラー対称性予想など幾何学、数

理物理学など、従来の分野を超えたところでの研究へと広

がっており、この方向性はますます重要になると考える。

分野を超えた研究として、2 年前に理論物理学者によりマ

シュームーンシャインが提唱された。もともとのムーンシ

ャイン予想は散在型有限単純群で最大位数のモンスター

の表現の次数と楕円モジュラー関数の係数の関係を示唆

するものである。数理物理でも興味をもたれているカラ

ビ・ヤウ多様体の重要なものの一つに K3 曲面と呼ばれる

研究対象があるが、K3 曲面の楕円種数と呼ばれるヤコビ

形式の係数と散在型有限単純群の一つであるマシュー群

の表現の次数の関係を示すマシュームーンシャインが発

見され、数学・数理物理双方からの研究が活発になってい

る。保型形式論、代数幾何学と弦理論の間の、従来のカラ

ビ・ヤウ多様体の研究とは違う、新しい融合的な研究と思

われる。マシュームーンシャインの着想には代数学の深い

研究が基礎となっており、それを元に分野間の融合が生ま

れている。もともと分野は便宜上設けられたもので、研究

の進展において分野という縛りはあまり意味をなさない

であろう。また代数幾何・整数論の応用としての楕円曲線

暗号はすでに数十年の歴史を持つが、最近では楕円曲線の

http://thmat8.ess.sci.osaka-u.ac.jp/Meeting2013/index.html
http://thmat8.ess.sci.osaka-u.ac.jp/Meeting2013/index.html
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幾何学的な「同種」の概念を用いた研究も進展している。

一見応用とは無関係な純粋数学の概念が思わぬ応用を生

み出す典型例である。 

 

幾何学分野 

山田 光太郎（東京工業大学大学院理工学研究科・教授） 

 

微分幾何学の伝統的な研究対象はリーマン多様体であ

ったが、非等方的な計量や特異性をもつ対象の重要性は前

世紀より広く認識されていた。これらのワイルドな対象の

系統的な研究は、近年急速に発展している。その一つとし

て、特異性をもつ距離空間における幾何解析に関する業績

が 2013 年度の日本学術振興会賞の対象となったことは記

憶に新しい。また、計算機の発展にともなって離散微分幾

何学の研究が大きく変わってきたことも注目される。 

さらに、従来の微分幾何学の枠組みを超えた様々な研究が

なされており、位相幾何学とともにますます「森羅万象を

扱う学問」ともいうべき方向に向かっているように見える。 

これらの動向は、研究の方法・方向性が確立されたとは言

いがたいが、多様性を踏まえつつ今後の動向に注目してい

く必要がある。 

研究者養成・研究体制については、たとえば 2013 年に

グラナダ大学数学研究所 (iemath-granada) が発足し、担

当者の分野におけるスペインの研究者の層が厚くなって

いるように思われる。我が国は研究資金の構造は違い、数

学においてそのような活動は大変に難しいが、むしろその

ために若手研究者層を維持するための学術振興会の役割

は重要と思われる。 

 

素粒子・原子核・宇宙線・宇宙物理分野 
杉立 徹（広島大学大学院理学研究科・教授） 

 

100 名を超えるわが国研究者が欧州 CERN 研究所

ATLAS 実験の中核として奮闘して成し遂げたヒッグス粒

子発見は 2 名の理論家、フランソワ･アングレール氏とピ

ーター･ヒッグス氏にノーベル物理学賞をもたらせた。

LHC 加速器には ATLAS 実験の他にもいくつかの実験が

共存しており、その中には少数ながらもわが国研究グルー

プが大いに活躍している実験もあるので本稿ではその研

究活動状況について報告する。 

ATLAS実験は CERN研究所正面ミラン地区の衝突点に

据える。この衝突点で起こる事象を 140m 離れたビームラ

イン上にカロリメータを設けて超前方の粒子生成を測定

する実験グループがある。名古屋大学・伊藤好孝氏が総責

任者をつとめる 5 カ国国際共同研究 LHCf 実験である。伊

藤氏は加速器実験出身の宇宙線研究者であり、空気シャワ

ーのエネルギー較正に必要となる陽子＋原子核衝突モデ

ルはどこまで信頼できるのかとの問いに、史上最高衝突エ

ネルギーを提供する LHC にてハドロン相互作用模型の検

証に自ら取り組んでいる。わが国が先陣を切る GZK カッ

トオフを見極める重要な挑戦である。第１期実験の結果か

ら現存モデルで完全に合うものはないがビックリするほ

ど間違っていたわけでもないとのことである。 

ATLAS 実験隣のフランス領にはクォーク多体系現象を

解明する ALICE 実験が載っている。36 カ国 1200 名の共

同研究者を抱える国際共同研究であり、わが国研究組織発

足以来、筆者が日本側代表をつとめる。高エネルギーの原

子核同士を正面衝突させ微少な空間に膨大なエネルギー

を注ぎ込むと空間は一気に加熱され、真空から対生成した

多量のクォークが渾然一体となった塊をつくる。この塊を

調べると量子色力学の非摂動的な効果を露わに調べるこ

とができる。その塊が膨張して冷却されハドロンを生成し

ていく過程は私たちの極初期宇宙時空発展の再現であり、

これまで予想できなかった奇妙な現象も発見された。わが

国が主体となって共同建設した高分解能フォトン検出器

PHOS は遂にこの塊が熱輻射した光子を直接検出するこ

とに成功した。約 300MeV、即ち 3.5 兆度に熱せられた完

全量子流体のようだ。複数の視点からその物性解明が精力

的に進められている。 

今回触れることは出来なかったが、CMS や LHCb 実験

にもわが国の研究者が活躍している。LHC 加速器は 2015

年初めから陽子衝突エネルギー13TeVで第2期衝突実験を

再開する。素粒子分野だけでなく色々な切り口からも新し

いおもしろい現象が見えてこよう。大変楽しみである。こ

れら多彩な研究活動を包括して組織的に支援していく構

造がわが国に欠けていることは大変遺憾である。 
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素粒子・原子核・宇宙線・宇宙分野 
岩田 高広（山形大学理学部・教授） 

 

○J-PARC 放射能漏れ事故 

2013年 5月 23日に J-PARC ハドロン実験施設での放射

能漏洩事故が発生。この原因は陽子シンクロトロン MR の

遅い取り出し電磁石が誤動作し、異常に短時間で陽子ビー

ムが取り出された。このためハドロン生成用金標的の一部

が蒸発。本事故により、J-PARC の施設全体が運転を停止

し、ハドロン施設は、施設の改善工事を含め、１年近く運

転できない状況に陥った。 

○国際リニアコライダー（ILC）計画の動向 

学術会議において「国際リニアコライダー計画に関する

検討委員会」が設置され、「国際リニアコライダー計画に

関する所見」が 2013 年 9 月 30 日に出され、ILC の本格

実施を認めることは時期尚早という判断が示された。ヒッ

グスやトップ・クォークの精密測定と標準模型を超える物

理の探索について学術的意義は認められるが、一方で、

LHC 高度化 との関係も含め、巨額の投資に見合う、より

明確で説得力のある説明が望まれるなど、厳しい所見が示

された。さらに、国内の実施体制、海外からの研究者の参

加の見通し、必要経費の国際分担の見通しなどの不確定要

素やリスク要因、資金面での他分野への圧迫の懸念などに

関し、２～３年をかけて、集中的な調査・検討を進めるこ

とが提言された。一方で、2013 年 8 月「国際リニアコラ

イダー」の国内候補地が岩手県の北上山地に決定されてい

る。 

○CMB の B-MODE 偏光の発見 

ハーバード・スミソニアン天体物理学センターなど参加

する BICEP2 プロジェクトによって CMB の B モード偏

光が発見された。これは、インフレーション由来の原始重

力波が時空をゆがめることにより生じるとされるパター

ンで、インフレーションの直接的証拠と考えられる。我が

国の佐藤勝彦氏らが提唱したインフレーションの存在を

裏付ける初めての証拠とされている。B モード偏光の観測

には日本を含む多くの研究グループが参画しており、今後

の研究動向に注目が集まるだろう。 

 

物性物理学分野 
鹿野田 一司（東京大学大学院工学系研究科・教授） 

 

 国内外の研究集会への参加と論文等による情報収集を

もとに、物性物理学、特に強相関電子系に関する研究動向

について報告する。 

 トポロジーと物性を繋ぐトポロジカル量子現象が近年

注目を集めている。トポロジカル絶縁体やトポロジカル超

伝導体の表面に生成するスピン流の研究と新規なマヨラ

ナ粒子の探索が焦点になっている。スピン流の研究は、ス

ピントロニクス分野においても活発で、基礎から応用へと

展開を見せている。また、トポロジカルな系として、グラ

フェンや有機、無機バルク系における Dirac 電子系の研究

も活発で、強相関効果などが広く議論されている。 

 多岐にわたる強相関電子系の研究の中で、磁気と電気が

物質の応答として結合する交差相関物性が学理構築の段

階を経て物質開拓と交差制御効率の向上に向けた研究へ

と進展している。磁性分野においては、フラストレート系

におけるスピン液体物質の発見や新種の素励起の観測、新

規なスピンナノ構造体の制御などの研究が活発であった。

いわゆる重い電子系においては、旧来の磁気的量子臨界性

の理解が一段と深まる一方で、価数や軌道といった新しい

自由度の量子臨界性が注目されている。 

 超伝導への感心は高く、依然として銅酸化物系と鉄ニク

タイド系を中心に研究が進められている。実験と理論の双

方から、超伝導を取り巻く電子系が様々な秩序を示すこと

が明らかにされている。その中のどれが超伝導の発現に本

質であるかが今後の焦点となろう。両系に類似点はあるが、

銅酸化物の超伝導電子対が d-波と呼ばれる形を強固に保

つのに対し、鉄ニクタイドでは、物質の組成やフェルミ面

によって多様な対形成がなされているという相違も明ら

かになってきた。その他、有機伝導体やフラーレン化合物

の超伝導とモット転移との関連、電界効果を利用した電子

/ホール注入による超伝導の探索など、軽元素系の超伝導研

究も進んでいる。 

 また、冷却原子系を用いることで強相関多体系を高度に

デザインして調べる研究や、重力理論の一部を強相関電子

系に適用する試みなど、分野融合的な研究の動きも見られ
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る。 

 

物性 I（光物性），光工学・光量子科学分野 
迫田 和彰（独立行政法人物質・材料研究機構 先端的共

通技術部門 先端フォトニクス材料ユニット・ユニット長） 

 

近年、物性物理学やマイクロ波工学、光学等の複数の領

域に渡って、等方的で線形な分散関係（ディラックコーン）

の発見や、そのような分散関係が実現する新しい物性や工

学的応用が注目されている。物性物理学分野ではグラフェ

ンの K 点のディラックコーンがその代表である。マイクロ

波工学分野では伝送線路理論によるメタマテリアル導波

路の解析が進み、回路定数の調節によってΓ点で線形な分

散関係が予測され、レーダーアンテナなどへの応用が進め

られている。光波領域でもフォトニック結晶の電磁モード

の対称性を適切に組合せることにより、偶然縮退を用いて

Γ点でディラックコーンが形成できる。この場合、ディラ

ック点で実効屈折率がゼロになることを利用して、低損失

屈曲導波路やクローキング（透明マント）などへの応用が

議論されている。さらに、トポロジカル絶縁体との類似に

着目した理論研究が進み、磁場印加などで時間反転対称性

を破った場合に現れる一方通行の表面電磁モードの実証

研究も進められている。さらに、フォノン系などの他の素

励起への拡張も進展しつつある。 

偶然縮退を利用したΓ点のディラックコーンの場合、試

料構造を調節して２つのモードの周波数をΓ点上で一致

させる必要がある。マイクロ波工学では実際にそのような

デバイスを作って性能が調べられてきたが、光波領域では

試料サイズが小さいことから、最先端の微細加工技術を用

いても周波数一致には困難が予想される。しかし、２つの

モードに小さな周波数差が残る場合でも有効質量や状態

密度が周波数差に比例して小さくなること等の際立った

特徴が予想され、種々の応用が期待できる。 

今後の発展について、当面はトポロジカル絶縁体との類

似に着目した理論研究が進むと同時に、ナノ加工による光

波領域試料の作製が進むものと思われる。また、他の素励

起への拡張や高次の光学過程を対象とした研究も急速に

進むことが予想される。 

固体地球惑星科学分野 

高橋 栄一（東京工業大学大学院理工学研究科地球惑星科

学専攻・教授） 

 

地球惑星科学は対象とする自然現象が多様であり、様々

な研究手法を用いることから、明治期以来非常に多くの学

協会が設立され今日に至っている（地震学会、火山学会、

測地学会、地質学会、古生物学会、海洋学会、気象学会、

地球電磁気学会、地球化学会、惑星科学会、他多数）。こ

れらの学協会は異なる時期に異なる場所でそれぞれ学会

を開催してきたが、1990 年頃からこれらを統合して毎年

春「地球惑星科学連合大会」として開催する努力が始まっ

た。当初固体地球科学関連に参加が限られていたが、その

後、気象学会、海洋学会なども参加するようになり 2005

年には NPO 法人 JpGU（日本地球惑星科学連合）が組織

された。現在、JpGU に参加している学協会の数は 48、会

員総数は 5000 人を超えている。 

筆者は新学術領域研究「地殻流体」（2009 年－2013 年

度）の領域代表を務めた。地震発生、マグマの起源、など

プレート沈み込み変動帯で起こる自然現象の多くに水溶

液などの流体が深くかかわっていることから、流体が沈み

込み変動に果たす役割を学際的に研究し解明することを

新学術領域研究「地殻流体」の目的とした。総勢 100 人（大

学院生など 40 人を含む）の研究チームの構成は、地震学・

地球電磁気学・岩石学・鉱物学・高圧実験・鉱床学・地球

化学・地球ダイナミクスなど多岐にわたる。筆者らは毎年

の地球惑星科学連合大会で「地殻流体特別セッション」を

開催してきたが、最終年度に当たる 2014 年 5 月の大会で

は地殻流体に関連したセッションが我々の主催するセッ

ション 2 件を含め 5 つ開催されるなど、学際融合研究が我

が国の固体地球科学の重要なスタイルとして定着した。 

為替の大きな変動によって電子ジャーナル価格が大幅

に上昇し、我が国の大学図書館の多くにおいて電子ジャー

ナルのパッケージ契約を見直さざるを得なくなっている。

筆者は東工大図書館長として、海外の実態調査のため、

2014 年 3 月 23 日－3 月 28 日の日程で、MIT、ハーバー

ド大学、UC-バークレーの大学図書館を訪問し関係者と情

報交換を行った。調査結果は、東工大、RU11 に報告する
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ほか、学術振興会でも紹介する予定である。 

 

気象・海洋物理・陸水学分野 

神沢 博（名古屋大学大学院環境学研究科・教授） 

 

（Ａ）気候科学の分野の動向と研究資金支援 

気候科学の一端の地球温暖化の科学の動向および研究

資金支援をレビューした。IPCC（気候変動に関する政府

間パネル）第1作業部会第5次アセスメント報告書が、2014

年1月に刊行された。第1作業部会の報告書名は、”Climate 

Change 2013: The Physical Science Basis”である。IPCC

アセスメント報告書は、特に第 1 作業部会のそれは、査読

雑誌に掲載済みの論文のレビューである。このアセスメン

ト報告書には、地球惑星科学の多くの分野からの査読雑誌

論文に発表された研究成果の貢献がある。 

 上記 IPCCアセスメント報告書に日本発信の論文が多数

引用された。これは、少数の有力で見識のある研究者がト

ップダウン的に研究計画の骨格を作り、一部に公募を取り

入れた、以下のような大型予算の支援によるところが大き

い：文部科学省の「気候変動リスク情報創生プログラム」

（2012-2016 年度）、その前身の「21 世紀気候変動予測革

新プログラム」（2007-2011 年度）、さらにその前身の「人・

自然・地球共生プロジェクト」（2002-2006 年度：世界最

速の計算機 Earth Simulator と連動）、また、環境省の環

境研究総合推進費「地球温暖化に係る政策支援と普及啓発

のための気候変動シナリオに関する総合的研究」

（2007-2011 年度）など。 

このように、気候科学の分野には、大型の研究資金支援

が科研費とは別途あるため、科研費の特別推進研究のよう

な大型予算に応募する例が少なくなっているのであろう。 

（Ｂ）科研費の特設分野研究「連携探索型数理科学」（2014

年度から 2016 年度まで公募） 

 数物系科学専門調査班が中心になって構想を練った上

記の新しい公募分野に興味を持ちうる研究者グループが

気象学分野からありうることを確認した。興味深いことは、

（Ａ）の地球温暖化の科学で活躍している研究者と（Ｂ）

の数理科学的側面に興味を持つ研究者に重なりがあるこ

とである。最も社会の実用に役に立つ研究は最も基礎的な

研究であることを反映しているのだと思う。 

 

プラズマ科学分野 

田中 和夫（大阪大学大学院工学研究科・教授） 

 

プラズマ科学の応用の一つとして核融合研究が進めら

れていることは一般にもよく知られている。磁場核融合方

式とレーザー核融合方式があることも広く知られている。

レーザー核融合方式では、米国の国家プロジェクトでの実

験で重要な動きがあった。このプロジェクトでは、米国リ

ヴァモア国立研究所で建設された National Ignition 

Facility というレーザー装置を使い、核融合条件を達成す

ることが目的とされている。レーザーシステムの建設はす

でに終了しており、当初設計された性能を示した。このガ

ラスレーザー装置の使用としては、レーザー出力は 1.8 MJ, 

Laser Beam 数 192 本、Laser Wavelength 351nm,パルス

幅約 30 ナノ秒などである。投入レーザーエネルギーの約

10 倍以上の核融合出力が達成されることが数値シミュレ

ーションにより予告されていた。 

実際、実験が始まってみると、すでに十分に基礎実験な

どでベンチマークされていたシミュレーションコードの

予測とは異なる結果となり実験は、難渋を極めた。いくつ

かの原因が考えられている。この点火に至るプロセスでは、

プラズマ（ガスのような気体状態）が燃料層（固体）に力

を加えて、押し込み、非常な高圧で圧縮するために、レー

リーテイラー流体不安定性が起こる。高い圧力がかかった

状態では、軽いプラズマが、重い燃料層を突き破ろうとす

るからである。問題は、この流体不安定の制御が当初の予

測を超えて困難であったためである。 

この制御のために、さまざまな実験的試みが実施されて

きた。昨年ようやく当初予測の 100 分の一程度の点火プロ

セスが実験で確認され、Nature 誌に結果が報告されるに

至った。 

O.A. Hurricane et al., Nature 506, 343–348 (20 

February 2014) 

この結果の評価は、プラズマ物理の分野においてこの

1-2 年の間に結論がだされることになるであろう。 
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【ワークショップ開催など】 

主催：大阪大学 田中研究室（高強度レーザー工学領域） 

日時：平成 25 年 7 月 3-5 日、場所：京都 PIRE ワークシ

ョップ  

参加：米国 Purdue 大学、九州大学、核融合科学研究所、

大阪大学、京都大学 

テーマ：核融合炉などの極限環境下での高度材料システム

の開発 

 

主催：韓国 原子力研究機構 Dr. Yong Joo Rhee 

日時：平成 25 年 1 月 19-22 日、場所：韓国 Asian Core

事業ワークショップ  

参加：Tata Institute of Fundamental Research, Institute 

of Plasma Research (India)、 KAERI、 GIST (Korea)、

上海交通大学、上海光機研究所（中国）、大阪大学、京都

大学、摂南大学、核融合科学研究所 

テーマ：レーザーを使った高エネルギー密度科学研究 


