
平成 23 年度学術動向等に関する調査研究報告（数物系科学専門調査班） 
 
数物系科学に関する学術研究動向調査研究及び科

研費分科細目の改正に係るフォローアップ 

村上 洋一（高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研

究所・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

＜学術研究動向調査研究について＞ 

放射光科学は非常に広い学術領域をカバーしており、現在

でもその守備範囲をますます拡げつつある。加速器を利用し

て放射光を発生させる部分を研究する加速器科学から、放射

光を利用した科学（物理学・地球惑星科学・化学・工学・構造

生物学など）まで多岐にわたっている。日本放射光学会では

年に 1 回、日本放射光学会年会・放射光科学合同シンポジウ

ム（3 日間）を開催している。オーラルセッションでの講演数は

約 100 件、ポスター発表は 300 件程度である。講演は、2 件程

度の特別講演、5 件程度の企画講演（特別の話題について設

定され、数名の講演者から成る）、そして一般講演からなって

いる。会期中に必ず市民公開講座を設け、一般市民の方々へ

のアウトリーチ活動も行っている。学会参加者数は増加を続け

ており、学会がカバーする学術領域も広がってきている。特に、

オーソドックスな物理・化学などから、環境科学やエネルギー

科学といった所謂、グリーン科学への展開が目立つ。これは広

い学術領域での、放射光が持つポテンシャルの高さを示して

いるものと考えられる。一方、放射光の将来光源に関する興味

は大きく、将来光源計画やその利用、検出器・装置開発のセッ

ションは、最も人気あるセッションの 1 つである。 

 日本放射光学会は、アジア・オセアニア地区の放射光科学

の発展に資するための学会活動として、アジア・オセアニアフ

ォーラムを先導している。このフォーラムは、2006 年からスター

トして、毎年１回、アジア・オセアニアの国々で順番に開催され

ている。このフォーラムと連動して、アジア・オセアニア放射光

科学サマースクールをSPring-8で開催している。この数年間の

間に、アジア・オセアニア地区では数多くの３GeV クラスの放射

光源が建設され、放射光科学研究が盛んに展開されている。

一方、日本においては、放射光施設の老朽化が問題になって

おり、次期放射光光源の建設が強く望まれている。 

 

＜科研費分科細目の改正に係るフォローアップについて＞ 

数物系科学分野自体は、科研費細目の改正を行わず、キ

ーワードの修正・追加のみであったので、全く混乱は生じなか

った。大型研究計画を行う研究施設職員からの科研費への応

募は、研究施設のミッションとの関連性が常に議論の対象とな

った。今回の科研費分科細目の改正に当たっては、これまで

の申請状況の分析結果に基づき、これらの研究施設に属する

研究者が行う研究においても、ボトムアップ的な発想の研究な

らば、科研費によってこれを促進するという考え方を採用してき

た。この考え方による問題は特に生じていないと思われる。 

 

 

数学、特に代数学分野に関する学術研究動向調査

研究及び科研費分科細目の改正に係るフォローアッ

プ 

寺尾 宏明（北海道大学大学院理学研究院・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

特に注目すべき代数学研究：Minimal Model Program あるいは、

高次元森理論 

複素射影多様体は、複素射影空間の中で有限個の同次多

項式のゼロ点集合で定義された多様体であり、代数幾何の中

心的研究対象である。すべての複素射影多様体を同型写像

で分類するのが究極の目標ではあろうが（あまりに難しいので）

双有理変換で写り合うものごとにまとめる分類を考え、それを双

有理幾何学と呼ぶ。双有理幾何の研究のためには、与えられ

た（複雑な）多様体に対して、うまい双有理変換を繰り返し、単

純なもの（極小モデル）に変換してしまうという考え方が基本と

なる。（大学初年級の数学である線形代数学の例で言えば、行

列に基本変形をほどこして簡約行列にしてしまうような考え方

である。）多様体の次元が低い場合はやさしくて、１次元（曲

線）の場合はそのままで極小モデルであるが、２次元（曲面）の

場合は、曲面上に「つぶせる曲線((－１)－曲線)」が乗っていれ

ば、その曲線を点につぶしてしまうことができる。この操作は双

有理変換である。２次元の場合は、この操作を続けて「つぶせ

る曲線」をすべてつぶしたものが極小モデルである。しかし、３

次元以上の極小モデルの定義は、1980 年代の「森（重文）理

論」の登場を待つこととなった。３次元以上では「つぶせる曲

線」を収縮させた結果、特異点（尖った点など）が出て来てしま

うという事情等から、極小モデルの定義そのものを見直す必要

があった。すべての複素射影多様体に双有理変換を有限回

繰り返して、この意味での極小モデルに変換できることを厳密

に証明することを、極小モデルプログラム（MMP）と呼ぶ。森は

3 次元の MMP を解決し、1990 年のフィールズ賞に輝いた。そ

れ以後、トーリック多様体などを含むいくつかの重要な場合に

は MMP が完遂されているが、４次元以上の MMP は、一般に

は未解決である。しかるに、近年になって国内の複数の優秀な

若手数学者が、MMP の解決に向けて果敢に挑戦し、ネフ標準

因子についての核心的予想(abundance conjecture)の部分的

解決など、世界水準の業績をすでに挙げている。今後、MMP

の完遂に向けてさらに大きく貢献するであろうという期待を抱か

せる。もし、この MMP が日本の数学者によって最終的解決を

見ることがあるとすれば、（そこまでの発展には、世界各国の数

学者の貢献があるとしても）日本の数学の明るい将来を展望で

きる機会となろう。 

 

数学分野に関する学術動向の調査研究 

松村 昭孝（大阪大学大学院情報科学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

日本数学会、数理解析研究所の研究集会を初めとする多く



の研究集会に出席するとともに、復旦大学やシンガポール国

立大学等海外から研究者を招聘して、研究交流と学術動向調

査を行った。海外での調査については、中国科学院との交流

を継続するとともに、複数の協力者にもお願いして、中国・西安、

ドイツ・オルデン大学やカナダ・バンクーバー等で行われた集

会やセミナーに出席しさらには、イタリアは SISSA（国際高等研

究所）を訪問し、研究交流を行うと共に学術動向を調査した。こ

の中で、特に研究担当者との関係の深い中国についてである

が、これまでに引き続き、中国の若手の層が厚いことと活躍す

る中堅の平均年齢が比較的に若かく、これからの発展を予感

させることに比し、日本はレベルこそ高いが、若手の層が薄く、

将来が危惧される感をますます強くした。以下は昨年度と同じ

感想となるが重要なこと故、再度書かせてもらう。即ち、上記の

理由としては、大学の大綱化以来数学者のポストが大幅に減

ったことやゆとり教育、さらには最近のグローバリズムや成果・

評価主義の等の影響からか、数学を目指す優秀な学生が減

少していることと、基礎研究の実質をになう研究者自身の研究

環境が悪化しつつあることが大きいとおもわれる。最近の動向

として、数学の実学への貢献が強く求められ、競争的資金の

「公平配分の論理」から「傾斜配分の論理」への転換、そのた

めの成果・評価主義が進みつつあるが、基礎理論の分野では

却って諸雑務の増加を生み、中身を支える研究者全体の時間

とエネルギーを静かに消耗させるという皮肉な結果になってい

るように思われる。（実学から動機付けられた）基礎としての数

学理論が改めて大切であり、これは決して成果・評価主義で培

うことはできないことを、国、産業界、教育界で広く認識しなお

すことが必要と思われる。一部には当然研究費の「傾斜配分の

論理」が必要であるがそれ以外では「公平配分の論理」へと敢

えて戻すことも必要に思われる。 

 

幾何学分野に関する学術研究動向調査研究 

小谷 元子（東北大学大学院理学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

数学の諸分野・産業界との連携に関するワークショップ、研

究集会が増加していることは注目に値する。平成 23 年度に文

部科学省 「数学・数理科学と諸分野・産業との連携ワークショ

プ」が全国から募集され、23 件の採択があった。北海道大学１

件、東北大１件、理化学研究所１件、統計数理研究所１件、東

京大学３件、明治大学２件、名古屋大学１件、北陸先端科学技

術大学院大学３件、大阪教育大学１件、岡山大学 1 件、九州

大学６件、北海道大学・東北大学・理化学研究所合同１件と全

国で開催され、また対象とする分野も情報、経済、生命科学、

材料、流体、地球環境、産業、リスク管理と広範であった。 

「数学をコアとするスマート・イノベーションの探索」（東北大

学）,「数理連携１０の根本問題の発掘（理化学研究所）」に参

加した。前者では、3 分の 2 が他分野、産業界からの参加で、

材料科学、生命科学、情報コミュニケーション、社会システムに

関する具体的な問題提起と、数学連携を進めるための仕組・

問題についてのパネル討論が行われた。出会いが新しい問題

発掘のきっかけになっていること、人材育成とキャリアパスの重

要性が一様に指摘された。後者は、3 分の 2 が物理を中心とす

る他分野からの参加で、10 名の講演者が具体問題を提起し、

それを参加者全員で議論し掘り下げる形式であった。終了後、

主催者が 10 の根本問題を整理し、ウエブで報告をおこなっ

た。 

ＥＳＦ（European Science Foundation）と日本学術振興会主

催のフロンティア・サイエンスシンポジウムに参加した。テーマ

は数学と諸分野との連携であった。先行するヨーロッパの数学

者による事例紹介、日欧若手のポスターセッションは有益であ

った。ヨーロッパ応用数理が会会長より、１００のサクセスストー

リ ー （ Springer European Success Stories in Industrial 

Mathematics）の紹介や、ドイツにおける大型プロジェクト紹介、

またフラウンホッファー財団における数学研究所の紹介など、

参考となった。 

 

素粒子・原子核実験分野に関する学術動向の調査

研究 

住吉 孝行（首都大学東京大学院理工学研究科・教授） 

 

素粒子・原子核実験分野における平成 23 年度の大きな話

題は、ジュネーブ市郊外にある欧州合同原子核研究機構

(CERN)のLHC（大型ハドロン衝突型加速器）で、125GeV/c2付

近にHiggs粒子らしい兆候が見つかったことがあげられる。超

伝導偏向電磁石の事故による後遺症で未だ予定されていた衝

突エネルギー14TeVには達していないが、米国フェルミ研究所

のTEVATRON（2TeV）をはるかに超える世界最高エネルギー

の７TeVでの実験が行われている。そのTEVATRONでも同じ

エネルギー領域にHiggs粒子の兆候が発表された。LHCはこ

れから益々ビームの輝度が上がっていくので、平成 24 年度中

にはHiggs粒子に関してはっきりした結果が報告されるものと思

われる。また、LHCは未知のエネルギー領域の実験でもあるの

で、全く予想していない新粒子が発見される可能性もあり、こ

れからの成果には常に注目しておく必要がある。 

ニュートリノ物理に関する今年度の大きな話題として、これま

で未決定だったニュートリノ混合のパラメータ 13θ が測定された

ことがあげられる。東海村の J-PARC にある 50GeV 陽子シンク

ロトロン（実際は 30GeV で稼働中）を使ったニュートリノ振動実

験グループ T2K が、東日本大震災までのデータを解析して、

平成 23 年 6 月に 28.02sin03.0 13
2 << θ  を発表した。

同じ 13θ  を測定する実験として、フランスのChooz原子炉を用

いた Double Chooz 実験が平成 23 年 4 月からデータ収集を開

始した。筆者もその実験に参加しているが、2011 年 11 月に

.)(042.0.)(029.0085.02sin 13
2 syststat ±±=θ を

発表した。そして、平成 24 年 3 月には中国の原子炉を用いた

実 験 グ ル ー プ DayaBay が 、 

13
2 2sin θ = .)(005.0.)(016.0092.0 syststat ±± を

発表し、5.2σの有意性で 0 とは異なるという結果を示した。今



後の興味はニュートリノ質量の階層性や、ＣＰ対称性の破れの

観測に移っていくが、今しばらくは の測定精度の向上が行わ

れ、韓国の原子炉を用いた RENO 実験グループからの結果が

待たれる。 

今年度から KEKB 加速器を改造して 40 倍以上の高輝度を

目指す super-KEKB の建設が始まった。2015 年から実験を開

始する予定であり、それに向けて Belle 測定器も Belle-II 測定

器へと改造が進んでいる。Belle-II では標準モデルを超える物

理の探索が主要な目的であり、加速器の輝度が予定通りの値

に到達する 2018 年頃には新しい物理結果が期待される。 

 

宇宙線・宇宙物理分野に関する学術動向の調査研

究 

森 正樹（立命館大学理工学部・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

粒子加速器を用いない素粒子物理学を含む、広い意味で

の宇宙線・宇宙物理の研究の現状を、外国の同種の研究状況

も含めて把握するため、科研費も併用して次のような調査研究

を行った。 

“2011 Fermi Symposium”国際会議では、高エネルギーガン

マ線観測衛星 Fermi の最新結果を中心に高エネルギー天体

物理学の最新の動向を把握することに努めた。ガンマ線天体

カタログの最新版が発表されるなど、多くの興味深い結果が報

告された。特に、新たな宇宙線電子・陽電子スペクトルについ

て地球の磁場を用いた新しい方法による結果が報告され、こ

れまでより統計精度が高い点が宇宙暗黒物質の問題とも関連

して注目された。関連研究者との意見交換を直接行うことがで

きたのも大変有意義であった。「第 32 回宇宙線国際会議」はこ

の分野で最も大きな会議であり、太陽宇宙線から超高エネル

ギー宇宙線、ニュートリノに至るまで、幅広いテーマの最新の

結果を知ることができた。話題をいくつか挙げておく。南極に

おける超高エネルギーニュートリノ観測実験 IceCube はほぼ完

成し、観測結果が出始めている。国際宇宙ステーションに設置

された宇宙線観測装置 AMS についてはまだ観測結果の報告

はなかった。中国では大規模な LHAASO という宇宙線観測実

験の予算が認められた。 

国内では、日本物理学会秋季年会及び年次大会の主に宇

宙線・宇宙物理領域のセッションに出席し、日本の実験・観測

グループや理論の最新の研究状況を把握することに努め、ま

た関連研究者と議論した。θ13 と呼ばれるニュートリノ混合角

の測定結果が出始めてきていることが特に注目される。宇宙

線・宇宙物理領域は、最近は講演数が増加してきており、パラ

レルセッションの数も4つになっており、もはや領域全体の動向

をカバーすることは不可能になってしまっている。 

 

光科学分野に関する学術動向の調査研究 

萩行 正憲（大阪大学レーザーエネルギー学研究センター・教

授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

1. テラヘルツ科学技術研究に関する動向 

かつて未開拓電磁波と呼ばれていたテラヘルツ波は、超短

パルスレーザーをデバイスに照射して、テラヘルツ波パルスを

放射・検出する技術が近年格段の進歩を遂げ、これに牽引さ

れるように、電子デバイスや加速器を用いてテラヘルツ波を放

射する技術も進展している。検出器なども新しいタイプのもの

が現れ、極低温冷却の単一光子検出器から室温の多チャンネ

ル検出器まで、様々なものが研究されている。また、偏光子、

フィルター、導波路、変調器なども種類が増え、分光装置やイ

メージングシステムも高度化されている。 

 

2. メタマテリアルに関する研究動向 

メタマテリアルとは、電磁波の波長よりも小さな要素を並べた

人工物質で、有効誘電率や有効透磁率が、自然界の物質に

はない値を有するものである。特に、誘電率と透磁率が共に負

である物質は、屈折率が負になり、平板がレンズになることから、

近年大きな注目を集めるようになってきた。メタマテリアルは、

負の屈折や透明マントなど、ユニークな話題づくりで研究者を

引きつけてきたところがあるが、えてして日本人はこの手のキャ

ッチィな表現は苦手である。中身がないのに宣伝文句だけうま

い、というのは考えものであるが、逆に、本当の面白さに気づか

ないために、論文のタイトルが平凡になってしまうこともあるの

ではと、考えさせられる点もあった。 

 

3. 電子ビームを用いた電磁波放射 

電子ビームを用いて、チェレンコフやスミス-パーセル効果に

よりミリ波やテラヘルツ波を放射する方法は、小型の電子デバ

イスやレーザーを用いての放射とは異なるテラヘルツ波源とし

て興味が持たれるようになってきた。特にこれらの効果を用い

た自由電子レーザーは、ごく最近理論的な研究が進展してい

る。2004 年に Andrews と Brau は金属回折格子上の表面波を

レーザー発振のために利用することを思いついた。ちょうど同

じ年に英国の Pendryらは Science誌に、金属表面に波長よりも

小さな穴を周期的に穿った場合には光領域と同様の表面プラ

ズモン-ボラリトン (SPP)モードが現れるという論文を発表した。

この SPP は Spoof SPP、つまり、疑似的 SPP と呼ばれ、以後

Spoof SPP に関して非常に多くの論文が書かれている。この穴

を穿った金属表面は、表面メタマテリアルあるいはデザイナー

表面と呼ばれており、一種のメタマテリアルと見做されている。

偶然にも同じ年に発表された 2 つの表面モードは本質的に同

じものであり、筆者は、ここに電子ビームを用いたテラヘルツ波

放射とメタマテリアルの接点を見出した。そこで、なんとかこの 2

つをもう少し強く結び付けたいと考え、研究会を予定していた

が、たまたま核融合研で、「電子ビームを用いたミリ波・テラヘ

ルツ波源の開発と応用」と題する研究会が開かれたため、ここ

で発表と情報収集を行うことにした。新潟大と阪大産研の発表

はともにミリ波・サブミリ波領域のスミス-パーセル放射関連の発



表であり、我が国でもいくつかの研究グループで独立にこのよ

うな研究を行っていることがわかった。筆者自身は、もう少し一

般的に、様々なメタマテリアルと電子ビームによる放射を結び

つける講演を行った。今後、この手法が新たなテラヘルツ波源

として、実験的に発展することが期待される。 

 

物理学（物性等） 物性 II（量子物性）分野に関する学

術動向の調査研究 

川上 則雄（京都大学大学院理学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

近年、物性物理学では研究内容が多様化しかつ豊富にな

っている。昨年度に引き続き、量子物性分野に焦点をあて最

近の学術動向を調査した。物性分野における原著論文や解

説・総説などを検討すること、さらに国内外の研究会・会議に出

席することを通して最近の研究動向を調べた。まず、原著論

文・解説などを調査した結果、「トポロジカル絶縁体」に関する

研究が急展開していることを確認した。論文数が増えているだ

けでなく、国内外での多くの会議の中心テーマとなっている。

また、半導体のみならず強相関系にも研究が広げられ、物性

物理に大きな影響を与えながら発展している。さらに、トポロジ

カル超伝導物質の探索も進められており、今後、研究の進展

が期待される。鉄ヒ素系の高温超伝導に関する研究も着実に

進められており、近い将来、より高い転移温度の超伝導物質が

発見される可能性もある。冷却原子系においても大きな進展が

見られている。著しい進展は、人工的に「磁場」、「スピン軌道

相互作用」などを中性原子系で実現できたことである。これに

より、固体物理の実験検証、さらには固体物理では実現が困

難な現象の発見にもつながると思われる。以上の調査と並行し

て、国内外の会議に出席し研究動向に関する情報を収集した。

まず、京都大学基礎物理学研究所で 2011 年 11 月初旬から５

週間にわたる「滞在型国際ワークショップ」を主催し、多くの外

国人研究者、日本人研究者を招待し活発な議論を行なった。

最近のキーワードになっている、トポロジー、フラストレーション、

強相関に関して、現在活躍中の研究者から最先端の情報を得

た。この他に、ドイツ・ユーリッヒでの量子情報関連のワークショ

ップ、韓国ポハンでのワークショプに参加し招待講演を行なっ

た。これにより、物性物理の各分野で活躍している第一線の研

究者と情報交換することで研究動向を調査した。また、研究室

の助教や大学院生にも国内外の学会に参加してもらい研究動

向について調べてもらった。 

 

惑星科学・宇宙化学分野に関する学術動向の調査

研究 

永原 裕子（東京大学大学院理学系研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

地球惑星科学分野および宇宙化学分野の国際的・国内的

学術動向を、国際 3、国内３の学会等に参加することにより調

査した。地球科学では、アメリカ（American Geophysical Union）

とヨーロッパ (European Geoscience Union) の 2 極に加え、ア

ジア(Asian-Oceanic Geosciences Society) の台頭が顕著にな

りつつある。AGU は以前より世界の中心的な役割をはたして

きていたが、最近は EGU の台頭がめざましい。参加者は

11000 人以上、世界の 100 カ国近くからの参加がある。特筆す

べきは、講演で用いたプレゼンテーションファイルのアップロー

ドを講演者たちに求め、オープンアクセスとしていることである。

これは他に例をみないこころみであるが、ジャーナルだけでな

く、講演ファイルの公開により、講演者には有利なことが多く、

今後この流れは加速するであろうと思われる。EGU はすでに、

傘下に多くのジャーナルをオープンアクセスとしており、AGU

の閉鎖性に対し、きわめてコントラスティングである。このオー

プン性は、国際的集客力につながっており、出店する企業も毎

年増加している。日本の学会も真剣に検討すべき段階になっ

ていると考えられる。 

科学的な面では、系外惑星科学がますます重要性をおびて

きていることを指摘することができる。系外惑星科学は、従来は

珍しい物探しの要素もあったが、 最近では、ハビタビリティの

問題として、あるいは惑星と生命の共進化の問題として、さらに

は惑星システム全体の形成問題として、表層環境・固体惑星・

地球生命科学など、地球科学のほぼ全分野を見なおし、新た

な枠組みを構築してゆくという方向性に発展しつつある。このこ

とは、天文学との融合がさらに発展してゆくことを示していると

考えられる。 

 

地球惑星科学分野に関する学術動向の調査研究 

花輪 公雄（東北大学大学院理学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

（1）2011 年度の地球惑星科学分野コミュニティの動向（東日本

大震災関連は除く） 

 2011 年 9 月 28 日、日本学術会議・科学者委員会・学術の

大型研究計画検討分科会は「学術の大型施設計画・大規模

研究計画マスタープラン 2011」を公表した。これは「マスタープ

ラン 2010」の小改訂版である。地球惑星科学委員会が前年度

までにまとめた 12 件の計画は、2011 年度に入り上部委員会の

ヒアリング等を経て 6 件採択された。このマスタープラン策定に

あたり、この間、多くの学協会で大型施設計画・大規模研究計

画に関する検討作業が行われ、採択の有無に関わらず、諸学

問分野の将来構想の検討に有益な影響を与えたと判断され

る。 

 2011 年 10 月より日本学術会議の第 22 期活動が開始され

た。この期の大きな課題は「学士課程教育における質の保証」

問題であり、そのため「地球科学」の「参照基準」作りの検討が

始まった。 

（2）2011 年度の地球惑星科学分野の注目すべき研究例 

 前年 2010 年「はやぶさ」により持ち帰られた小惑星イトカワ

のサンプルの解析が大いに進んだ。Science 誌、2011 年 8 月



26 日号には、我が国の研究者による論文 6 編が掲載された。

例えば、中性子放射化分析により主要元素の含有量が求めら

れ、太陽系最初期に起こった元素の分別過程が保存されてい

ることなど、重要な事実が発見された。これらは世界に誇る我

が国地球惑星科学の特筆すべき貢献であると言える。 

（3）気候変動における政府間パネル（IPCC）第 5 次評価報告

書作成について 

 気象・海洋物理・陸水学の分野関連では、標記報告書作

成への作業が重要な時期を迎えたことがあげられる。我が国の

この分野の研究者は、9 名の主要執筆者の他、多くの執筆協

力者や査読者となって貢献している。また、報告書に盛り込む

べき研究も組織的に行われており、第 4 次報告書にもまして、

我が国貢献が期待される。報告書は 2013年に公表される予定

である。 

 

数物系科学プラズマ科学分野に関する学術動向の

調査研究 

岡村 昇一（自然科学研究機構核融合科学研究所・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

数物系科学の中のプラズマ科学分科に関連する研究領域と

しては、核融合のためのプラズマ物理、高強度レーザーによっ

て生成されるプラズマの物理学、宇宙プラズマ、プラズマ応用

などがある。レーザープラズマに関連した最近の研究動向の

一つとして、超高強度レーザーを用いた粒子加速の研究が注

目を浴びつつある。高周波を用いた線形加速器や加速リング

によって発展してきた高エネルギー物理学において、目標とす

るエネルギーを達成するための装置のサイズが果てしなく巨大

化する流れの中で、全く異なる原理によるレーザー加速によっ

て得られる加速エネルギー増加のスピードが急速であり、加速

器による値に追いつき追い越すような可能性も見えて来ている。

加速エネルギー値は、レーザーのピーク出力の増加曲線に強

く依存していて、超高強度場に関わる物理そのものに対する興

味とも関連して、日欧でいくつかの提案が検討されている。 

核融合研究に関連したプラズマ物理の研究動向としては、

プラズマ乱流による輸送現象の研究に進展がみられる。核融

合研究において、プラズマのエネルギー閉じ込めの良否は、

その実用化の可否にとって決定的な要素であるが、高温プラ

ズマにおいてはその輸送は乱流現象によって決まっている。

高温プラズマの磁場閉じ込め研究の歴史の中で、過去におい

てはマクロなパラメタを用いた経験則に基づいて閉じ込め装置

の設計などが進められてきたが、乱流の物理そのものに対する

理解の進展と輸送現象を定量的にモデル計算するシミュレー

ション技法の発展により、第一原理から実際の装置のプラズマ

閉じ込め性能を予測することが可能になりつつある。今後の核

融合研究は、物理の基礎理解に基づいた開発研究という方向

性がより確かなものとなるように思われる。 


