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数物系科学分野を中心とした学術研究動向及び学術

振興方策－天文学分野と他分野との連携を例として－ 

山本 智（東京大学大学院理学系研究科・教授） 

 

 数物系科学分野にかかる学術研究動向に関する調査研

究及び学術振興方策に関する調査研究を行った。 

学術研究動向に関する調査としては、天文学・宇宙物理

学分野を中心とし、物理学、地球惑星科学、化学分野との

連携の話題を取り上げる。昨年度の天文学・宇宙物理学分

野のハイライトは言うまでもなくブラックホール連星の

合体に伴う重力波の初検出である。この検出は、レーザー

技術、防振技術の極限を追求した最先端物理学実験の成果

と言える。地球惑星科学とのつながりとしては、最近の

ALMAの活躍がめざましい。T-Tauri型星（主系列に達する

前の星）である HL Tau の原始惑星系円盤の構造が詳細に

明らかにされ、同心円状の空隙が多数存在していることが

示された。さらに進化の進んだ T-Tauri型星である TW Hya

でも同様の構造が確認された。その起源は惑星形成による

とする考えも含め、今後の観測での検証が急務である。化

学分野とのつながりにおいては、飽和有機分子（CH3OH, 

HCOOCH3など）の生成過程やダスト表面からの脱離過程に

ついての最近の実験室実験の結果を紹介する。 ALMA

（Atacama Large Millimeter/submillimeter Array）をは

じめとする先端観測装置によって、様々な分子が見えてき

ており、その起源や進化の理解に化学分野との連携が不可

欠な状況になっている。 

学術振興方策については、ALMAの観測提案の国際審査の

経験について紹介する。この審査は科研費で今後導入を予

定している総合審査方式と類似しており、総合審査方式の

実施設計にあたって大いに参考になる情報を含んでいる

と考える。 

 

 

数物系科学の分野にかかる学術研究動向に関する調

査研究及び学術振興方策に関する調査研究－マテリ

アルサイエンスの動向－ 

川村 光（大阪大学大学院理学研究科・教授） 

 

 平成 27 年度の主な活動として、11 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「マテリアルサイエンスの動向」（"International 

Symposium on Present and Future of Material Sciences"）

を開催した。 

世界を構成している多様な物質の諸性質を探求するマ

テリアルサイエンスは、物性物理学、化学、工学、高圧地

球科学などを含む幅広い分野を舞台に、基礎と応用の両面

から、極めて活発な研究の対象となっている。このような

マテリアルサイエンスを巡る最近の学術動向を探るため、

本年度の学術研究動向調査では、国際シンポジウム「マテ

リアルサイエンスの動向」（"International Symposium on 

Present and Future of Material Sciences"）を企画、実

施した。内外の 10 名の招待講演者の口頭発表と、一般参

加者からの希望者によるポスター発表により行われ、156

名の参加者を得て、成功裏に開催出来た。高温高圧を駆使

した多彩な物質合成、超伝導や強相関系の基礎物性、フラ

ストレーションやトポロジー、自由度間カップリングが織

りなす多様な新奇物性現象、冷却原子系が見せる新たな物

質の世界、第 1原理計算に基づく物質開発と物性予測、地

球内部高圧科学の発展、高性能磁石の開発と応用、といっ

た諸テーマに対し、招待講演とそれに基づく質疑応答によ

り考察した。 

2 日間のシンポジウムを通して、世界を構成する物質の

多様性について参加者は改めて認識を深めた。有用な物質

を生み出し利用して、我々の生活に役立てようという流れ

が一方ではあるとともに、他方では、世界の森羅万象を構

成している物質の多様性に驚嘆しつつ、その成り立ちと物

質が織りなす多彩な諸現象を理解しようという営みも、ま

た極めて重要だという認識が共有された。昨今は、産業応

用を重視する国の方針もあり、世間の評価や研究者自身の

指向も、ややもすると前者に傾きがちだが、しかし、やは

り両者のバランスを上手く取ってこそ、我々人類の持続的

発展が可能になると思われる。 

シンポジウムの詳細は、会議の HP  

http://thmat8.ess.sci.osaka-u.ac.jp/Meeting2015/ind

ex.html 

にも記載されている。 

http://thmat8.ess.sci.osaka-u.ac.jp/Meeting2015/index.html
http://thmat8.ess.sci.osaka-u.ac.jp/Meeting2015/index.html
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地球惑星科学分野にかかる学術研究動向に関する調

査研究及び学術振興方策に関する調査研究 

永原 裕子（東京大学大学院理学系研究科・教授） 

 

(1)地球惑星科学分野の国内外における学会等に参加し，

当該分野の動向を調査し，地球惑星科学と自然災害，およ

び，地球惑星科学と周辺の境界領域の 2点を特徴的な事項

として認識するに至った． 

2011東北沖大地震・津波，2014 御嶽山噴火，そして 2016

熊本地震等を経験する中で，地球の変動予測の困難性が社

会的にも認知されるようになり，予測を目指す科学が徐々

に縮小しつつある．他方，地震のきっかけとなるミクロレ

ベルの鉱物の破壊や，境界面におけるミクロのすべりなど

の基礎的な境界領域研究が発展しつつある． 

地球惑星科学分野のなかで，もっとも変化が激しいのが，

天文学との接点になる惑星科学分野ということができる．

最初の太陽系以外の惑星（系外惑星）が発見されてからす

でに 20 年が経過しているが，地球，太陽系，生命という

ものを客観的に捕らえ，その起源や進化の普遍性を追求す

ることが当外分野のテーマとなっている．しかし残念なこ

とに，この新しい分野を国際的に牽引する研究者が日本か

らでてきていない．この背景として考えられるのは，日本

では天文学，地球（惑星）科学，生命科学はそれぞれ大学

の異なる学科をなし，基礎教育はきわめて古典的な内容が

続いている．しかし系外惑星の研究はそれらのすべての分

野を超え，多様な手法と斬新なアイディアの勝負となって

おり，自由な発想の生まれる素地が乏しいように見える．  

 

(2) 地球惑星科学分野における科研費区分 

地球惑星科学分野の科研費枠組みは，長く固体地球物理，

気象・海洋物理・陸水学，超高層物理学，地質学，層位・

古生物学，岩石・鉱物・鉱床学，地球宇宙化学の 7細目で

あった． 10 年前設立された日本地球惑星科学連合は，宇

宙惑星，大気水圏，地球人間圏，固体地球，地球生命圏と

いう５つの科学セクションに区分されている．この５つの

セクションは，地球惑星科学分野の現在的な課題と，社会

的要請に鑑み，従来の細分化された学問分野を大きく組み

替えたものである．H30 科研費改革に際しても，この枠組

みが小区分となることとなった．  

 

 

代数学分野に係る学術研究動向に関する調査研究 

－代数学特に代数幾何学に関連した顕著な動向につ

いて－ 

金銅 誠之（名古屋大学大学院多元数理科学研究科・教授） 

 

 2016 年日本数学会春季賞受賞者は Gromov-Witten 理論

やミラー対称性を研究テーマとしている。これは前世紀の

終わりころから始まった代数幾何学・幾何学と数理物理と

の境界領域での研究であり急速に発展しつつ研究分野で

ある。2 年前の春季賞受賞者は導来圏を専門とし、やはり

ミラー対称性など数理物理との境界分野でのこの流れを

汲む研究である。この研究領域では国際的にも俊英が競合

しており、ますます重要性が増す分野と考える。この他に

数学会の総合講演において代数幾何学で研究されてきた

トリック多様体をより広くトポロジー（幾何学）の観点か

ら広げた研究が紹介されたことが印象的である。また日本

数学会は産業界で使われる数学に関するシンポジウムを

共催するなど、応用を見込んだ研究が徐々にではあるが生

まれつつある。 

 2 年前に報告した代数幾何学と物理学との境界分野での

研究が進行中である。数年前に代数幾何学の研究対象であ

る K3 曲面の楕円種数と代数学の群論の研究対象である 

Mathieu 群との関係を示唆する Mathieu moonshine 現象

が日本人物理学者によって指摘された。2015年夏にこのト

ピックスをテーマとしたシンポジウムが英国において 

London Math. Soc. のサポートのもと開催された。主催者

は物理学者であり、参加者は 55 名、数学サイドからは群

論、表現論、整数論、保形形式論、代数幾何学の専門家が

参加する非常に専門性に幅のある集まりであった。2016 

年 8 月〜9 月および 11 月にも同じテーマでの国際研究集

会が計画されており、特殊なテーマではあるが国際的な研

究の流れが進みつつある。もともとの moonshine 現象は 

19 世紀に研究された楕円関数と散在型有限単純群で最大

位数のモンスターと呼ばれるものとの関係に関するもの

である。楕円関数もモンスターも独立に発見され、関係が
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あるとは誰も予想しなかった。独自の深い研究の上に見出

された現象である。個々の深い研究があってこそ、初めて

興味深い分野横断的な研究が生まれると考える。 

 

 

幾何学分野に係る学術研究動向に関する調査研究 

－特異性と幾何学に関する国際共同研究から－ 

山田 光太郎（東京工業大学大学院理工学研究科・教授） 

 

 特異性をもつ対象の幾何学的な研究の動向を調査した．

前世紀の前半における微分幾何学の主な研究対象はリー

マン多様体であったが，すでに非等方的な計量や特異性を

もつ対象の重要性は広く認識されていた．これら特異性を

もつ対象の系統的な研究は近年急速に発展している． 実

際，国内の幾何学関係の会合における講演において，従来

の微分幾何学の延長線上の話題に加えて，特異性を微分幾

何学として扱うようなテーマがここ５年くらいで大幅に

増加していることが見て取れる．  

また，20世紀末あたりから離散微分幾何学の著しい進歩

が見られるが，ドイツ，オーストリアの研究グループでは

建築などへの応用も見据えた研究を行っている．彼らとの

連携を含め，日本の研究グループにおいても離散微分幾何

学の研究が盛んになってきている．  

これらの分野は方法論が確立しつつあり，活発に成果が

出ている分野であり，（分科・細目を立てるにはまだ規模

が小さいが）重要な分野として注目すべきである． 

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「微分幾何学」を一つの分野とみなすこと

の妥当性は検討が必要である． 

 

 

解析学基礎とくに実解析学・函数解析学・偏微分方

程式論・確率解析・非線形問題およびその応用諸分

野に係る学術研究動向に関する調査研究－解析学基

礎・数学解析分野(実解析学・応用解析学)－ 

小川 卓克（東北大学大学院理学研究科・教授） 

 

 応用解析の手法を持って進展するいくつかの研究分野

の動向を調査した. 関数方程式にまつわる解析学の諸分

野は実解析学・函数解析学・函数方程式論・応用数学など

の分野にまたがるが, いずれにおいても非線型現象の理

解に関わる各論の精緻な議論が進行している. また秋の

学会では田中和永氏, 杉本充氏, 竹村彰通氏の三氏が解

析学賞を受賞されたが, それぞれ変分法と非線型楕円形

偏微分方程式, 実解析学と分散型問題, 統計的多変量解

析の分野で高い業績を挙げられた著名な研究者らであっ

て, いずれの業績も微分方程式にかかわる分野である. 

確率論の分野ではフィールズ賞の影響もあって KZP方程式

の研究分野に注目が集まっているがこうした偏微分方程

式に関わる研究が時代の先端を走っている理由にはこれ

らが解析学の諸分野と深く結びついて, それ自身が興味

深い研究対象となっていることの上に, 諸分野の興隆を

進めまた理論を整備する上で重要な道具となっているこ

とが挙げられる. 実際解析学にとどまらず, 微分幾何学

はもとより幾何学や代数学においても興味深い進展を提

示する可能性もある.  

  一方いわゆる情報幾何学の分野に含まれる, 情報理論

と統計物理学の交錯する分野に質量輸送最適化問題を起

源とする保存系の問題が注目されていて, 非線型偏微分

方程式論や確率解析あるいは微分幾何学・情報幾何学の分

野で個別の研究が進展しつつある. これらの研究が今後

整備され, お互いに共有される言葉で理解されるにつれ

て, 各分野での進展が共有化され大きな進展に結びつつ

くものと予想される.  

 

 

国際天文連合の組織改革 

花輪 知幸（千葉大学 先進科学センター・教授） 

 

 天文学は人類にとって最も古い学問の一つであるとと

もに、最新の精密機器を駆使した現代的な学問である。

1919 年に設立された国際天文学連合(IAU)も有史以来の長

い伝統を持つ位置天文学から、ようやく昨年初めて直接検

出に成功した重力波天文学まで、広い分野をカバーしてい

る。これまでも分野の発展に応じて新しい分科会

(Commission)を設けられてきたが、今回の組織改革これま
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でにない規模であった。加盟国 97 会員数が 1 万 2 千名の

大組織であるため意見を集約し組織案をまとめる過程も

大規模で長かった。今回の改革では抜本的で、既存の分科

会にもその存在意義を再提案が求められた。筆者は新しい

分 科 会 と し て 計 算 天 体 物 理 学 (Computational 

Astrophysics)を設立する運動に加わった。この分科会は

観測や理論と並んで計算科学が天文学の重要な手法とな

っていることを反映させるためのものであった。複数のグ

ループからの同様の提案があり、2015 年に Hawaii で開か

れた総会で正式な Commission として認められた。今回の

改革で特徴的だったのは、Commissionを継続的なものと捉

えず、研究分野の進展に合わせ新設・統廃合する流動的な

ものと定義したことである。これまで会員はどれか一つの

Commission に所属してきたが、所属可能な Commission を

複数としただけなく、随時所属を変更できるよう改訂され

た。会員の意見集約にインターネット投票が採用されたこ

とも画期的であった。従来は Commission や加盟国代表を

通じての間接的な意見集約であったのに対し、会員からの

直接意見を集められた価値は高い。Commissionの実質的な

運営を担当する組織委員会のメンバーも同様の投票で決

められた。日本が興味を持つ Commission の組織委員に加

わるためには然るべき候補者を擁立するなどの活動が必

要だと感じた。 

 

 

素粒子・原子核・宇宙線・宇宙物理学分野にかかる

学術研究動向に関する調査研究 

岩田 高広（山形大学理学部・教授） 

 

 本分野で最も重要なトピックスは、米国の LIGO（レーザ

ー干渉計重力波天文台）によって重力波が初めて検出され

たことであろう。米国内の２つの離れた検出器にほぼ同時

に、２つのブラックホールの合体として矛盾のない信号が

得られたことで、高い確度で重力波がとらえられたと信じ

られている。 これによって、重力波天文学という新たな

分野が開かれたことになる。2017年から本格稼働が予定さ

れている日本の最新鋭の重力波観測装置 KAGRAも世界的な

観測ネットワークの一翼を担うことになり、新たな成果が

期待される。 

 国内に目を向けると、理研の重イオン施設において発見

された１１３番元素に対して命名権が与えられたことが

特筆できる。これにより日本発の元素名が初めて周期律表

に登場する。本研究の先には、原子核の寿命が極めて長く

なると予想される「安定の島」の領域の元素の探究が期待

される。 

 また、2015年ノーベル物理学賞がニュートリノ振動の発

見によって梶田隆章氏に贈られた。現在の振動実験は牧・

中川・坂田行列の混合角や CP 非対称性を引き起こす位相

の決定に焦点が絞られている。これまで３つ質量差の２乗、

３つの混合角がほぼ決まってきたが、位相と結合する混合

角θ13が小さいため、位相の決定が十分になされていない。 

本分野ではダークマターの探究が重要な課題となってい

るが、この候補として標準模型を超える理論で予言される

超対称性粒子等が挙げられる。このような素粒子の直接生

成、観測は CERNの加速器 LHCにおいて最高エネルギー（pp

重心系 13TeV）で続けられているがまだ発見されていない。 

 宇宙物理学分野で残念な事の一つは X線天文学の基幹計

画として期待された ASTRO-Hが 2016年 2月 17日に打ち上

げられ、地球の周回軌道に入ったが、直後に異常が発生し、

通信が途絶したことである。このままの事態が続けば日本

の宇宙物理学には大きな痛手となる。 

 

 

素粒子・原子核・宇宙線・宇宙物分野に係る学術研

究動向に関する調査研究－素粒子理論分野における

最近の進展－ 

石橋 延幸（筑波大学大学院数理物質科学研究科・教授） 

 

 素粒子理論分野とその周辺において注目すべき新しい

研究動向として、次の 2つトピックについて述べる。 

○弦の場の理論の発展 

 弦の場の理論は、超弦理論の基本的定式化の候補の一つ

であり、弦理論の誕生当初から議論されてきた理論である。

しかし、様々な問題のためにこの理論の研究は長い間停滞

していた。近年、いくつかの発展が契機となり、超弦理論

の基本的定式化としての弦の場の理論の構築が射程に入
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ってきた状況になってきている。発展のひとつは Witten, 

Sen 等によってもたらされた超弦理論の摂動論の研究の進

展である。超弦理論の摂動論には spurious singularity

と呼ばれる問題があり、よく理解されていなかったが、最

近この問題に対する一応の対処法が確立された。この対処

法をもとに超弦の場の理論が構築されている。もう一つの

発展は、Erler等による弦の場の理論に登場する𝐴𝐴∞, 𝐿𝐿∞代

数と呼ばれる構造に関する理解の進展である。これらを契

機として、国友・大川によるフェルミオンを含んだ作用の

提案等の研究が行われている。彼らの研究は注目を浴びて

おり、日本物理学会における特別講演等が企画されている。

これらの発展は、超弦理論の分野のさらなる発展につなが

るのではないかと期待され、注視すべき研究動向であると

考える。 

○グラディエント・フローとその応用 

 格子場の理論では時空を格子によって近似するため、エ

ネルギー・運動量テンソルのような時空の対称性に関連し

て定義される量を扱うことは難しかった。しかし、最近グ

ラディエント・フローと呼ばれる手法により、エネルギ

ー・運動量テンソルを格子上でうまく定義できるようにな

ってきた。この手法は複合演算子を格子上で紫外発散なし

に定義することを可能にする手法であり、保存するエネル

ギー・運動量テンソルの構成を容易にする。この方法を用

いれば超対称性や共形対称性を持つ理論のようにエネル

ギー・運動量テンソルが重要な役割を果たす場合について

も、格子上で非摂動的な議論ができるのではないかと期待

される。素粒子理論の手法の大きな進展の一つとして注視

すべきと考える。 

 

 

原子核・素粒子分野に係る学術研究動向に関する調

査研究－短寿命不安定原子核研究の現状調査－ 

須田 利美（東北大学電子光理学研究センター・教授） 

 

 素粒子・原子核・宇宙分野にとって２０１５年度はいく

つかのビッグイベントがあった。それらを概観する。 

 

【２０１６年ノーベル物理学賞受賞 梶田隆章氏（東京大

学宇宙線研究所）】 

 カミオカンデで検出した大気ニュートリノのフラック

スの天頂角依存性からニュートリノ振動を発見、ニュート

リノが有限の質量を持つことを明らかにした。これで超新

星爆発時のニュートリノ検出により２００２年に小柴氏

がノーベル賞に続き、カミオカンデでの研究による２つめ

のノーベル賞である。カミオカンデ、スーパーカミオカン

デの後継機となるハイパーカミオカンデ建設に向けた議

論も進んでおり、素粒子物理学のみならず宇宙の様々な謎

の解明の鍵を握る可能性のあるニュートリノ研究は日本

を研究拠点として今後も益々盛んになると予想される。 

 

【米国の重力波望遠鏡（LIGO）による人類初の重力波検出】 

 ２０１６日２月に米国の LIGO から人類初の重力波の検

出成功の報告があった。解析から２つのブラックホールの

合体事象起源の重力波であることが結論づけられている。

重力波検出は重力の本質に迫る研究であると同時に、重力

波という新しいプローブで宇宙を眺めることができるよ

うになったことを意味する。今まで間接的な観測に頼らざ

るを得なかったブラックホール研究が、重力波により直接

研究ができるようになった意義は大変大きい。 

 神岡鉱山にある重力波望遠鏡（KAGRA）も、２０１５年

度末の３月２５日より基線長３ｋｍの大規模なレーザー

干渉計が動き始めた（試験運転）。近い将来、ヨーロッパ

の VIRGO、日本の KAGRAそしてアメリカの LIGOによる同時

観測により、重力波の到来方向特定が可能になる。今後、

重力波と電磁波を通じた観測により、我々の想像を遙かに

超える宇宙の姿が明らかになるだろう。大変楽しみである。 

 

【理化学研究所を中心とする超重元素研究グループ１１

３番新元素の命名権獲得】 

 理化学研究所を中心とする超重元素研究グループが合

成・検出・同定に成功した原子番号１１３番新元素が 

IUPAC（国際純正・応用化学連合）と IUPAP（国際純正・応

用物理連合）によって認められ、研究グループに命名権が

与えられた。アジア初の快挙であり、今後、世界中の教科

書の元素周期表に日本に関連した元素名並びに元素記号

が掲載されることになる。既に研究グループは２０１６年
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３月末には IUPAC,IUPAPに対し１１３番元素の元素名及び

元素記号を提案しており、２０１６年後半には正式発表さ

れる予定である。 

 

 

物性 I（光物性）分野に関する学術研究動向－トポ

ロジカルフォトニクスの展開－ 

迫田 和彰（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，固体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，あ

るいは，工学的応用が注目されている。固体物理学分野で

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，レーダーアンテナの開発などが

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，

無散乱光導波路や透明マント現象などの応用が議論され

ている。さらに，フォノンやマグノンなどの他の素励起へ

の拡張も進展しつつある。また，ディラックコーンに限ら

ず，分散面のトポロジーに由来する新しい光学現象の実現

に興味が集まっており，トポロジカルフォトニクスと呼ぶ

べき新分野が形成されつつある。 

 この一年間の進展として特筆すべきものは，光波領域の

ディラックコーンの実験検証であろう。MIT の Zhen らは，

干渉フォトリソグラフィーを用いてシリカ基板上に Si3N4

の薄膜フォトニック結晶を作製し，フォトニックバンド構

造の偶然縮退を達成してΓ点でディラックコーンの形成に

成功した。 

 フォノン系や励起子ポラリトンのディラックコーンに

ついても研究が進んだ。後者では，散乱過程を通してポラ

リトンがディラック点に向けて速やかに緩和し，低閾値の

ポラリトンレーザーの実現が議論されるなど，物質系の素

励起と電磁モードのディラックコーンを組み合わせるこ

とで，新しい量子効果の可能性が示されたことが注目され

る。論文発表数，被引用数のいずれにおいても顕著な増加

傾向が続いており，今後も研究の進展が予想される。 

 

 

物性 I・物性 II 分野に関する学術研究動向－凝縮系

物理における研究フロンティアと分野横断研究の調

査－ 

白濱 圭也（慶應義塾大学大学院理工学研究科・教授） 

 

 凝縮系物理学は科学の他分野とも影響を及ぼしあい発

展してきた。本調査研究では凝縮系物理学と他分野との接

点に注目し、いくつかのトピックスの調査を行った。 

1. 凝縮系における「ヒッグスモード」 

 ヒッグス粒子の観測とほぼ同時期に、凝縮系でヒッグス

モード(秩序変数の固有振動モード)の観測が行われ注目

されている。特に超短 THz波を用いた NbN薄膜での観測は、

大きなインパクトを与えた。また、磁性体や冷却原子ボー

ス凝縮体でも観測がなされた。これらのヒッグスモードは、

南部が 1985年に提案した「Nambu Relation」(ボソン的励

起の質量和とフェルミオン励起の質量間の和則)で説明で

きる可能性があり、今後暫くは注目すべき研究動向である。 

2. 完全流体の粘性 

 クォーク・グルーオン・プラズマが示す完全流体に近い

粘性は AdS/CFT 対応が予言する粘性/エントロピー比の普

遍的下限により決まるという理論以来、相互作用の強い粒

子系の流体力学が関心を持たれ、ユニタリー極限のフェル

ミ気体で、普遍的下限にほぼ等しい状態が実現されたとい

う報告があったが、その後の実験で常流動状態では普遍的

下限値の 4倍程度で、超流動状態になると下限値近くまで

低下することを示唆する結果が得られている。この方向の

研究は、超弦理論等の進展に凝縮系物理が大きく貢献でき

る可能性をもつため、今後も要注目である。 

3. d-Waveと量子情報研究 

 量子情報研究は盛んに行われてきたが、d-Wave社が量子

アニーリングコンピュータを販売したことで、その風向き

は大きく変わりつつある。d-Waveマシンが従来の量子コン

ピュータ開発を一気に追い越して実用への最先端に立っ
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ていると認識されつつあり、日本における今後の量子情報

研究は一種の岐路に立たされる可能性がある。一方北米で

は超伝導量子コンピュータのより大きなプロジェクトが

立ち上がり、将来は量子アニーリングと量子計算の両方を

巻き込みつつ、大きな研究の潮流が造られる可能性がある。 

4. アメリカ物理学会シンポジウム報告 

 2016年 3月のアメリカ物理学会において、レゲット教授

(2003 年ノーベル物理学賞受賞)が”Reflections on the 

past, present and future of condensed matter physics”

という題で大変示唆に富む講演を行った。その中で、凝縮

系物理における「パラダイム・シフト」(科学概念の大転

換)として、1.ランダウのフェルミ液体理論、2.超伝導の

BCS 理論、3.二次相転移に対する繰り込み群、4.分数量子

ホール効果、5.量子情報の研究の 5つが挙げられた。 

 

 

超高層物理学分野及び気象・海洋物理・陸水学分野

に関する学術研究動向 -- 観測技術の新展開と関

連分野との協働 -- 

高橋 幸弘（北海道大学大学院理学研究院・教授） 

 

 近年地球規模の環境変動やそれに起因する大規模災害

の増加は、人類が直面する危急の課題である。そうした中

で、基礎及び応用科学が果たす役割、特に社会実装に結び

つく貢献を求める声はかつてないほど大きい。大規模災害

は原因である地球環境変動の理解と災害発生の仕組みは

共に複合的であり、減災のための予測と準備、迅速な状況

の把握、発生後の復興には、広範囲の科学的知見を動員す

るだけでなく、最新の工学技術、さらには住民への告知や

誘導等、行政面での人文科学的調査が要求される。 

 現在の日本の学会は分野毎の細分化により、分野横断研

究のための実効的な協力体制確立の道のりは遠い。その中

で、防災学術連携体は、主として工学系の学会の連合体が

前身であるが、理学系学会も地震や気象分野に加え、50学

会が関連する日本地球惑星科学連合など、広くこれに参加

する傾向が加速している。発足から間もないが、今後理工、

さらに看護など多くの分野が実効的に連携する形へ発展

することを期待する。 

 地球規模課題の解決のために、人工衛星を用いた観測は

本質的だが、これまでは宇宙機関による数 100kg以上の衛

星が主流であった。この数年、概ね 100kg以下の超小型衛

星が、数だけではなく、地球や宇宙での計測の実用的手段

として世界的に広く認識されてきた。欧米では、地球惑星

科学関連の学会でもその応用が数多く発表されており、宇

宙開発は発足以来の大きな節目を迎えていることを感じ

るが、国内における実利用は緊急の課題である。 

 地球規模の環境変動の理解や大規模災害の克服にとっ

て重要なことのひとつは、開発途上国を含む国境を超えた

研究協力体制の構築である。長期的視点に立った、基礎科

学を含む永続的な研究協力に向けた動きは十分ではない。

基本的な学術の底上げと共に、測量技術、ドローンや衛星

のデータ利用、開発途上国自身による先端的手段の開発に

おいて、短時間でレベルアップすることは、日本を含む先

進国の課題でもある。 

 

 

プラズマ科学分野に関する学術研究動向—プラズマ

科学の諸分野の融合と学際的展開 

藤澤 彰英（九州大学大学院応用力学研究所・教授） 

 

 プラズマは基礎物理学として自然認識の根本に関わる

とともに、核融合、半導体プロセス、レーザーによる新物

質・新状態創成など広い応用と多様な分科をもつ数物系の

自然科学分野である。近年、分化した領域融合を図る動向

がある。例えば、日本物理学会、プラズマ核融合学会、応

用物理学会に属しているプラズマの分科が共同で、来年度

にはプラズマコンファレンス 2017が開催される。その他、

日本物理学会、プラズマ核融合学会において、分野融合を

目指し「非平衡極限プラズマ」というセッションが設けら

れている。 

  昨年度の研究成果の例を示す。高温プラズマの分野で

は、乱流プラズマ中にビーム成分の存在により速度分布関

数に歪みがある場合に起きる突発的な不安定性の出現、臨

界現象が観測されアメリカ科学振興協会(AAAS)のトップ

ニュースとして取り上げられた。レーザープラズマ分野で

は、ホロープラズマ固体と SACRAによる X線との非線形相
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互作用により最短波長原子レーザーの発振に成功しネイ

チャーダイジェストにも取り上げられている。また、機能

プラズマでは、プラズマ照射により植物の成長促進と収穫

の増大につながることを示した農業応用の論文が APEX に

出版され、米国真空学会ニュース、ドイツ物理学会ニュー

スに取り上げられている。 

核融合研究については、ヨーロッパ（ドイツ）では

Wendelstein Xが昨年度（平成 27年度）２月にファースト

プラズマが生成され研究が始まっている。大型ヘリカル装

置が今年度（平成 28 年度）の２月重水素実験に向けて準

備を始めている。LHD の重水素実験では、トカマク型のプ

ラズマにおいて知られる水素と重水素のプラズマにおい

て見られる閉じ込め特性の相違の起源について探求する

ことを目的としている。一方で、磁場閉じ込めプラズマ物

理研究を目指し観測に重点を置いた小型プラズマ装置の

研究が世界的な動向となっている。 

 


