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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 

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 

○圏論と諸科学 ～ひとつの例から学ぶ～ 

圏と関手(categories and functors)の理論は 1950 年代に S. 

MacLane、A. Grothendieck らにより創始され、ホモロジー代数、

あるいは、代数幾何学をその起源にもつ。また、圏論で重要な

役割を果たす米田の補題の米田信夫氏や森田同値で知られ

る森田紀一氏などの日本の数学者の寄与も大きい。圏と関手

の概念は、数学の広い研究対象に共通の枠組みを与えるもの

であり、定義が抽象的である分、豊かな普遍性(universality)と

応用性(applicability)を有する。一時は、abstract nonsense(抽

象的無意味)と揶揄される向きもあったが、現在では、数学の多

くの分野に浸透していて、その有用性はすでに実証されている。

ある意味、集合と写像の考え方のもう一段の抽象化とも言い得

るが、集合と写像が、各要素に着目するのに対し、より大づか

みに構造そのものを記述する、という考えに立脚している。特

に、自然変換(natural transformation)の概念が重要である。こ

のような、数学の有効な新概念は、当然、数学の外の分野でも

有効な概念になることが予測される。そして、実際に有効であ

ることが、近年、情報科学、特に、プログラムの研究に於いては

っきりと認められるようになってきた。実際、24 年度の情報関連

の日本学術振興会賞候補の業績の中には、圏と関手の枠組

が用いられている業績が複数存在していた。また、最近は、圏

論の生物学・医学への応用という言葉さえ聞く。ただし、圏論の

アイディアそれ自身は 1950 年代に遡るだけに、概念創始から

応用までの期間がやや長いようにも感じる。 

その原因は色々とあろうが、ひとつは、異分野の研究者間の

ネットワークが広がりに乏しいことにあるのではないだろうか。ネ

ットワークがなければ、情報の拡散に時間がかかるのは当然で

ある。異分野研究者間のネットワーク形成促進の仕組みが、も

し、科研費の中の一部の仕組みに埋め込むことができれば、

将来の新しい学術研究を推進する人的なネットワークの創出

に繋がるのではないか、という感想を持った。 

 

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 

山本 智（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 

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。 

学術振興方策については、国際交流、特に欧米諸国からの

PDの受け入れについて検討をした。JSPSでの制度の現状と受

入状況を整理することで、わが国は欧米諸国での若手研究者

の循環からやや隔離されている様子が確認された。また、特に、

天文学分野の国際研究集会等を活用して、第一線で活躍する

海外の研究者、および海外の若手研究者との面談を行い、

「海外からみた」わが国の PD 受け入れについて、意見を聴取

した。その結果、日本からの発信（PD 公募）が見えにくいという

指摘が多く寄せられた。その強化の一つとして、外国人特別研

究員の中に特別枠を設けることが考えられる。単に PDとしての

支援ではなく、天文学分野の Hubble Fellow などのように「賞」

としての位置付けを与えて、それを受けることが名誉あるものに

することで、JSPS の存在感を高め、優秀な PD を獲得するととも

に、JSPS の国際活動の広告塔とするものである。この意見は、

海外の研究者から出てきたもので、傾聴に値するのではない

かと思われる。 

学術研究動向に関する調査研究については、個人研究の

大型化の傾向について取り上げた。現状では、大型の個人研

究は特別推進研究、新学術領域研究で対応しているが、特別

推進研究では実質上 5 年で 5億円が上限となっている。しかし、

それ以上の研究経費を擁する個人研究が特別ではなくなりつ

つある現状を、天文学・宇宙物理学分野について調査した。そ

の結果、20 億円程度の研究計画が相当数存在していることが

明らかになった。これを概算要求で対応するか、あるいはピア

レビューによる競争的資金で対応するかは議論があるところだ

が、学術的観点からは後者をとるべきであり、その方策につい

て検討する必要がある。 

 

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 

日本数学会年会における幾何学分科会の講演数は近年安

定している。特筆すべきこととして、年会の総合講演 5 件中 4

件が幾何学分野の講演であり、幾何学分野の研究が充実して

いることが分かる。 

幾何学分科会活動である第 59 回幾何学シンポジウムが 九

州大学 伊都キャンパスで開催された。全体講演 8 件、招待講

演 32 件で活発な議論があった。昨年度は全体講演 11 件、招

待講演 34 件で、講演数は安定している。講演のテーマは、日

本が伝統的に強い、部分多様体、複素幾何、数理物理、力学

系、大域解析学、近年活発になっている測度距離空間の幾何

学、幾何群論、離散幾何学など、バランスよく分布していた。 

科学技術振興機構「数学と諸分野の協働によるブレークス

ルーの探索」が 2007 年にさきがけ、2008 年に CREST として開

始し、数学と諸分野の連携研究への関心が高まったが、さきが

けは 2009 年に、CRESTは 2010年に応募が終了しており、さき

がけに関してはすべての研究（32 件）が 2011 年度をもって終

了した。 

文部科学省数学イノベーションユニット主催「数学・数理科

学と諸科学・産業との連携研究ワークショップ」が平成 23 年度

に 22 件、平成 24 年度には 35 件が開催された。 また文部科

学省委託事業「数学・数理科学と諸科学・産業との協働よるイ

ノベーション創出のための研究促進プログラム」が、統計数理
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研究所（代表）、数理科学関連８協力機関により活動を開始し

た。 

近年、中国、韓国では、数学の教育・研究への重点的な投

資を行い、戦略的に国際数学社会における地位向上を達成し

つつある。国際的優位を保ってきた日本の数学が主導し、中

国・韓国とともに東アジアの数学拠点を築く努力が必要であ

る。 

 

２．その他 

既存分野を超え新しい研究分野を切り開くために、世界動

向とも合致し、また研究者コミュニティからボトムアップ的に育っ

てきた萌芽を育成支援する新たな仕組みを設けることが重要

である。研究者の自由な発想を支援するJSPSが主導的に検討

いただきたい。 

 

確率論分野に関する学術研究動向調査研究 

長田 博文（九州大学大学院数理学研究院・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

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。 

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、従来は主流であった。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。 

確率過程は時間という 1 次元のパラメーターをもつ。それを

多次元にしたものが、確率場である。もはや時間という解釈は

なく、より空間的、幾何的な対象となる。パーコレーションや

Gibbs 測度、ガウス場といった研究テーマはあるものの、極めて

広範囲の対象で有り、同時に、パラメーターが時間でないこと

に由来する難しい対象でもあった。 

最近の確率論の新しい動向は、確率場の中で、極めて良い

代数的構造を持ち、更に時間発展とも結びついたものが、目

覚ましく進展していると思われる。特に、ランダム行列・行列式

測度に関する研究は、表現論、統計物理、無限次元確率解析

とも結びつき、様々な方向に、従来とは異なる嗜好の下で、興

味深い発展を遂げている。例えば、代数的構造と確率解析の

構造が親和し、干渉粒子系の無限次元確率微分方程式が明

示的に解けている。更に、古典的なランダムスレディンガー方

程式のスペクトル理論が、βアンサンブルの構成の本質的な

所で使われたりしている。 

この分野は、Peres、Virag、Rider などのグループ、Olshanski、

Borodin、Okounkov などの表現論から出発したグループ、 

Spohn、笹本、香取などの統計物理を出発した人たちなど様々

な出発点を持つ研究者が交叉している。確率場の理論は、無

限次元確率力学の平衡分布として確率過程とも結びつき発展

し、確率過程・確率場、両方の分野の重なった部分になってい

る。 

以上の知見を、イスタンブールで開催された数理統計研究

所（IMS）のコンファランス、千葉大学で継続的に行われた笹本

氏によるセミナー（表現論・統計物理をテーマとしている）、ラン

ダムスペクトルのシンポジウム（12 月京都）、離散確率のシンポ

ジウム（2月京都）、数理統計（7月つくば）、大規模相互作用系

（7 月東京）、確率論シンポジウム(12 月京都)、日本数学会

（秋・春）、その他、などに参加し、Peres、香取、笹本、種村、小

谷、Vere-Jones、Varadhan その他の研究者と交流することによ

り得た。 

 

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 

宇宙線・宇宙物理の分野では、将来計画に対しての議論が

継続的に行われてきたが、2010 年 3 月に日本学術会議物理

学委員会の天文学・宇宙物理学長期計画小委員会により「天

文学・宇宙物理学の展望と長期計画」がまとめられた後、中規

模計画についての検討が進められている。今年 2 月に行われ

たシンポジウムでは、天文学の他の分野からの計画とともに、

宇宙線研究者会議からは大気チェレンコフ望遠鏡アレイ計画

Cherenkov Telescope Array 国際共同実験、地下実験

KamLand-Zen、宇宙ステーション搭載観測装置 JEM-EUSO な

どが提案され、高エネルギー宇宙物理連絡会からは小型衛星

計画 DIOS および PolariS が提案された。天文学・宇宙物理分

科会ではこれらのうち CTA と DIOS を含む 8 計画が物理学委

員会へ推薦されることになった。KamLand-Zen と暗黒物質探

索計画 XMASS-1.5 については素粒子原子核分科会に付託さ

れる。今後は、物理学委員会での議論と公開シンポジウムを経

て、その実現に向けて各方面の理解を得ていくことになる。ま

た、大型計画としてすでにマスタープランに採択されている大

型光学望遠鏡 TMT と重力波望遠鏡 KAGRA は既に進行が開

始され、赤外線衛星計画 SPICAと電波望遠鏡アレイ SKA につ

いても推薦されている。限られた予算内でこれらをすべて実現

することは困難かもしれないが、この分野においては中大型計

画の進行なくしてはさらなる研究の飛躍的進展は難しく、理解

を得るためには各方面での様々な努力が必要である。さらに、

多くの計画は予算が大規模となることから国際共同研究として

の実現を目指しており、参加各国でそれぞれ承認を受けて国

際チームを編成し、分担して進行させていく上での難しさを克

服していくことも求められている。 

 

素粒子・原子核実験分野に関する学術研究動向調

査研究 

杉立 徹（広島大学大学院理学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 
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本年度最大のニュースはヒッグス粒子とみられる新粒子発見

である。欧州合同原子核研究機構（CERN）の最新鋭大型ハド

ロン衝突型加速器LHCを使った大型国際共同研究ATLAS実

験及びCMS実験は、2010 年春から陽子＋陽子衝突重心系エ

ネルギー7TeVにてデータ収集を継続してきた。2011 年 12 月

の発表では兆候を認めるに留まっていたところ、2012 年 7 月 4

日、CERN研究所開催のセミナーにてヒッグスらしき新粒子の

発見を宣言した。高エネルギー物理学国際会議（ICHEP2012）

開催のためメルボルン国際会議場に集まっていた沢山の高エ

ネルギー物理学研究者はその瞬間を大歓声と共に祝福し合っ

た。この発表はわが国を含め世界中のマスコミに大々的に報じ

られ、社会的にも大きな注目を集めた。わが国 16 機関、約 120

名はATLAS実験に参加し、ヒッグス探索の重要崩壊チャネル

のひとつ、H→γγチャネル解析グループの責任者を務めるなど、

データ解析の最先端で活躍した。2012年春からLHC加速器は

衝突エネルギーを 8TeVに高めると同時に衝突輝度を増強し、

同年 12 月末の第 1 期陽子＋陽子衝突実験期間終了までに

ATLAS実験では 27fb-1のデータ収集を達成した。本稿執筆中

にMoriond会議が開催され、両実験の最新結果は 126GeV付

近に発見した新粒子がヒッグス粒子にほぼ間違いないことを証

した。LHC加速器は長期保守期間に入り、2014 年後半から陽

子衝突エネルギー14TeVで第 2 期衝突実験を再開する。更な

る発見を期待したい。 

ヒッグスフィーバーに明け暮れた感もあるが、当該研究分野

では他にもいくつもの進展が遂げられたことを忘れてはならな

い。ひとつの例として理化学研究所仁科加速器研究センター

重イオン線形加速器 RILACにおいては、新たに 3個目の原子

番号 113 番元素の合成を確認した。今回の事象では既知のメ

ンデレビウム元素（原子番号 101）に到達するまでの連続 6 回

のアルファ崩壊過程を全て追跡することに成功し、複数の国際

研究グループが先陣争いを繰り広げる中で、わが国研究チー

ムの優位性を確実なものにした。わが国に初めての新元素命

名権が与えられることを願ってやまない。誌面の都合上、全て

を報告することはできないが、本研究分野では今後も国際的

に競争力をもったチーム研究が重要となる。 

 

テラヘルツ波物性とメタマテリアルに関する学術研究

動向調査研究 

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 

近年、電波と赤外領域の中間の周波数に位置するテラヘル

ツ電磁波(テラヘルツ波)の技術が進展し、基礎科学から産業ま

での広範囲な応用が期待されている。特に、フェムト秒レーザ

ーを光伝導アンテナや非線形光学素子に照射してテラヘルツ

波パルスを発生し、時間領域でのテラヘルツ波形をコヒーレン

トに検出する手法は、テラヘルツ時間領域分光法(Terahertz 

Time-Domain Spectroscopy、THz-TDS)と呼ばれるユニークな

分光手法を生み出し、物性測定のための新しい研究手段とし

て発展しつつある。さらに、光パルス励起-テラヘルツ波パルス

プローブ、テラヘルツ波パルス励起-光パルスプローブ、テラ

ヘルツ波励起-テラヘルツ波プローブなどの様々なポンプ-プ

ローブ分光は、過渡的な励起状態を調べるための有力な手段

となっている。また、極めて高強度(1 MV/cm 程度)のテラヘル

ツ波が得られるようになっており、テラヘルツ波による非線形効

果の研究も盛んになっている。 

メタマテリアルとは、電磁波の波長よりも小さな構造物を配列

した人工構造物で、自然界にはない、あるいは、得難い有効

誘電率や有効透磁率を実現したものである。この研究分野は

今世紀に入って出現したが、世界的に研究が盛んになってき

ている。我が国では、組織だった研究プロジェクトの採択が遅

れたが、平成 22 年度に筆者を領域代表とする科研費新学術

研究領域「電磁メタマテリアル」(H22-26 年度)が採択され、マイ

クロ波から光領域までの広いスペクトル領域で研究が展開され

ている。研究の初期には、負の屈折率の実現に研究の重点が

置かれていたが、近年は、巨大光学活性、フラットオプティクス、

アクティブデバイスなど、従来の有効誘電率や有効透磁率に

捕われないコンセプトにも興味が持たれている。 

 

物理学（物性等）物性 II（量子物性）分野に関する学

術研究動向調査研究 

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 

物理学（物性等） 物性 II（量子物性）に関係する最近の研

究の動向について、研究の進展の著しいものをいくつか報告

する。 

(a) 凝縮系のトポロジーと相関効果： 物性物理学の研究の

一つの流れとして「トポロジカル絶縁体・超伝導」の研究

の進展が著しい。最近の研究の動向としては、基礎概念

のさらなる理解と応用展開がある。例えば「トポロジカル

超伝導のエッジ状態に生じるマヨラナフェルミ粒子」の探

索は基礎物理、応用展開の両方の観点から重要である。

他の重要な動向として、「強相関」のトポロジカル絶縁体

の研究が挙げられる。いずれにしても、凝縮系物理にお

けるトポロジカル現象に関する研究は、ここしばらく大き

な流れを作り進展していくと思われる。 

(b) 冷却原子系での人工的ゲージ場の制御： 冷却原子系

は、固体物理と相補的な分野としてその研究の重要性が

認識されている。最近の進展の中で「中性原子での人工

的ゲージ場の生成」は特筆に値する。これにより、電場、

磁場のみならず、SU(N)などの非可換ゲージ場の制御も

可能となっており、この分野の研究にインパクトを与えて

いる。固体物理、冷却原子系の研究が広い意味の「凝縮

系物理学」として融合し始めている。 

(c) 非平衡量子現象： 非平衡ダイナミクスの研究は古くから

行われ、多くの面白い現象が明らかにされてきた。最近、
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量子系の非平衡現象の研究に理論、実験の両面から大

きな進展がみられ、凝縮系物理の新たな研究の流れを

作りつつある。量子ドットや量子細線における非平衡輸

送がその典型例である。また、光で誘起されるトポロジカ

ル量子相に関する研究も非常に興味深く、凝縮系物理

にホットで重要な話題を提供している。 

 

固体物理学分野に関する学術研究動向調査研究 

鹿野田 一司（東京大学大学院工学系研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

固体電子物性、特に強相関電子系の物理学の世界的な研

究動向に関する情報を、主に国内外で開催される研究集会に

参加し、その発表内容や参加者との議論から収集した。本調

査では、特に世界的な研究動向を調べることに主眼を置き、い

くつかの国際会議に参加することで情報収集を行った。 

強相関電子系の物理学に関する国際会議は、毎年世界各

地で数多く開催されており、物理学の中でも重要な分野である

ことは誰しも認識するところであろう。特に、磁性一般、高温超

伝導、巨大磁気抵抗効果の発見などがこの分野を強く活性化

してきたが、絶えず新しい発見がなされてきたことが、この分野

の現在の活況をもたらしている。その例として、スピンフラストレ

ーションと量子相転移というテーマが注目される。スピンフラスト

レーションは古くから研究されてきたテーマであるが、今世紀に

入ってからスピン液体やスカーミオンといったスピン系の新しい

相や特異な自己組織化が発見され研究が活況を呈している。

これらのテーマに特化した国際会議がいくつも開催されている。

特にカリフォルニア大学サンタバーバラ校で開催されたワーク

ショップは３ヶ月にも及ぶもので、米国でのこの研究の活況を

示すものである。量子相転移は、量子力学的な揺らぎがマクロ

な物質の相転移を引き起こす現象で、相転移近傍で量子力学

的な特異な揺らぎが現れる現象であるが、その揺らぎが新しい

電子相の発現を促すという点に一つの興味がある。電子物性

一般に横たわる重要な概念として、また、新電子相創成の源と

して研究が益々活発になると思われる。 

今回参加したどの国際会議にも多数の中国人研究者が参

加していた。その数は年々増加しているように思う。さらに中国

で開催された国際会議も年々増えている。中国内での強相関

電子系の研究は若い研究者を中心に活発に行われているが、

それに見合う形で国際会議を誘致し、中国国内の多数の大学

院学生が参加している。その勢いには目を見張るものがある。 

 

惑星科学分野に関する学術研究動向調査研究 

永原 裕子（東京大学大学院理学系研究科・教授） 

 

惑星科学分野の学術動向を知るため、複数の国際学会および

国内学会に参加するとともに、関連分野研究者との情報交換

を密におこなった。系外（太陽系外）惑星および惑星系の観測

が飛躍的に進展し、天文学と惑星科学の融合が急速に進み

つつある。系外惑星研究の特徴は、観測が全面的に先行して

おり、研究の多くが天文観測結果の解析にあることである。した

がって、天文関連学会等における議論が中心的である。しかし

ながら、サイエンスの内容は、惑星ひいてはそこにおける生命

存在可能性という方向であり、天文学の範疇をこえ、惑星科学、

地球科学、生命科学の領域の問題である。すなわちこの分野

の研究は単なる天文学の一部ということではなく、自然科学の

究極問題として存在している。太陽系とその一惑星である地球、

地球とそこに存在する生命を人類が客観的に理解することが

具体的な科学のテーマになったということである。系外惑星の

発見からすでに 20 年近くが経過し、最近の研究の中心は、特

に地球型惑星の大気観測とそのハビタビリティ（生命存在可能

性）の探求である。そのためには、天文学手法によるスペクトル

から、大気成分の抽出、さらに H2O、 O2(O3)、 CO2、 CH4

等生命につながる大気成分の同定、そのような大気を惑星が

長期にわたり維持できる条件の推定と、解析的な手法とフォワ

ードなアプローチの双方向であり、多くの研究が展開されうる。

系外惑星大気は、天文学における輻射理論、地球科学におけ

る気象学･固体地球科学・リモートセンシングなどの多様な基

礎のもとに展開されるサイエンスであり、これを基礎として学習

することは従来の日本の理学部関連の教育体系の中では不

十分であり、横断型の基礎教育および研究組織が必要となっ

ているといえる。 

 

固体地球惑星科学分野に関する学術研究動向調査

研究 

高橋 栄一（東京工業大学大学院理工学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

2011年3月 11日に起きた「東北地方太平洋沖地震」の影響

は地震学に止まらず固体地球科学全体に 2012 年度を通じて

非常に深刻で大きな影響を与え続けている。この影響は例え

ば日本学術会議、関係学会（たとえば地震学会）の多数のワー

クショップや公開討論会の開催に表れている。他方で、「原子

力発電所の立地条件を巡る活断層の評価」など地球科学の専

門的見解がにわかに国の政策判断に極めて大きな影響を与

えるようになったことも特筆事項として挙げられる。巨大地震お

よび原発災害の甚大な被害を前に、地球科学コミュニティーと

しての厳粛な思いと地道な努力が 2012 年度全体を通じて見ら

れた。 

巨大地震の発生並びに原子力発電所の停止により我が国

のエネルギーを今後どのように確保していくかが国の命運を左

右する最優先課題としてクローズアップされた。地熱開発の研

究は 1970 年代のオイルショックの時に日本でも研究が盛んに

なったがその後の研究開発のテンポは遅かった。ドイツにおい

ては、アイスランド、日本、ニュージーランド、に比べてはるかに

地熱エネルギーが乏しい（地温勾配が低い）にもかかわらず、

積極的な地熱開発（地中に水を注入して暖房用の湯を取り出

す）を風力発電と合わせて進めているのは注目に値する。 
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巨大地震の発生を通じて「日本列島にかかる圧縮応力場が

巨大地震後には一時的にほぼ完全に取り払われること」、「巨

大断層面（延長 600 ㎞幅 200 ㎞）にかかっていた応力がきわめ

て小さいことから断層面全体が地震発生前に水浸しの状態に

あったと考えられること」などこれまでの地球科学の常識では考

えられない事実が次々にと明らかにされている。「地震発生に

果たす水の役割の解明」は地震学・地質学・岩石鉱物学・高温

高圧実験など学際研究が必要な重要研究課題である。 

 

数物系科学分野に関する学術研究動向調査研究 

神沢 博（名古屋大学大学院環境学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

数物系科学分野のうちの地球惑星科学、特に、気象学・大

気科学を中心とした学問の研究動向の調査を行った。具体的

には、当研究員が所属する主要学会、すなわち、日本気象学

会、日本地球惑星科学連合、American Geophysical Union の

定期大会などに参加して調査を行った。また、当研究員の研

究テーマに関連する論文が掲載される査読付き学会誌、

Journal of the Meteorological Society of Japan 、  SOLA 

(Scientific Online Letters on the Atmosphere)、Bulletin of the 

American Meteorological Society、Journal of the Atmospheric 

Sciences、Journal of Climate、Journal of Geophysical Research、

Geophysical Research Letters などの掲載内容をウォッチした。

当該学問の分野の現在の重点のひとつに、地球温暖化に関

連する大気科学の研究が挙げられる。例えば、当研究員が参

加した AGU (American Geophysical Union) Fall Meeting（2012

年 12 月開催）では、1 時間の特別講演として、Robert Watson 

(IPCC 第 3 次報告書の総責任者) の地球環境の現状のレビュ

ーや Raymond Pierrehumbert (惑星気候の教科書の著者) の

地球温暖化研究の歴史のレビューがあった。重点となっている

ことは、社会的要請が高まっていることや、2013 年に完成する

予定の IPCC 第 5 次報告書へ貢献する研究が進んでいること

が関係していると思われる。 

日本分光学会近赤外分光部会第 8 回シンポジウム「環境計

測に貢献する近赤外分光研究」（2012 年 12 月開催）において、

当研究員は、 「地球温暖化やオゾン層破壊に関する衛星観

測と数値気候モデルに活用される赤外分光計測」と題した招

待講演を行った。このレビュー講演を準備する中で、近赤外分

光という学問分野の成果が大気科学に大きく貢献していること

を実感した。 

 

プラズマ科学分野に関する学術研究動向調査研究 

田中 和夫（大阪大学大学院工学研究科・教授） 

 

１．調査研究活動の概要等 

プラズマ科学の分野は、基礎から応用・産業にまで広がる非

常に広いダイナミックレンジを持つ分野である。基礎において

は、乱流プラズマ、宇宙プラズマに代表される分野は、核融合

学、天体・宇宙分野など異分野との密接な連携により発展して

いる。応用プラズマの最先端は、磁場核融合分野において、

世界 7 カ国が国際協力で推し進めている ITER（国際熱核融合

実験炉）プロジェクト（本島修機構長）であり、完成の暁（2027

年）には、50MW の入力パワーに対して 10 倍核融合パワー

500MW 出力を目指している。プラズマ科学の応用の集大成の

一つである、レーザー核融合研究は、米国リヴァモア国立研究

所において人類最初の核融合反応点火実験が、この数年精

力的に実施されてきたが、未だ、核融合点火には至っていな

い。同研究所は、世界の優秀な研究者を集めた検討会を定期

的に開催するなど、より研究内容をオープンにして点火への努

力を継続している。高性能レーザーを使った高エネルギー密

度科学の研究は、惑星内部の高圧状態を実験室で模擬できる

などが注目されている。プラズマ科学の展開は、産業応用にま

で広がりつつあり、プラズマによる燃料点火など、将来の水素

エネルギーへの試みも始まっている。 

日本、アメリカ、ドイツでほぼ世界同時に立ち上がることが判

明した。理化学研究所などの XFEL（ｘ線自由電子レーザー）

施設に、高性能レーザーシステムを設置しレーザーとX線レー

ザーを同時に駆使する研究提案のプロジェクトがこれに当たる。

これは、XFEL（ｘ線自由電子レーザー）を使った高エネルギー

密度科学への応用展開として位置づけられる。こうしたプロジ

ェクトでは、レーザーにより発生する高圧力により、スーパーダ

イアモンドなどの新物質創成の可能性が追求される。 

 

２．その他 

2011 年 11 月には、プラズマ科学に関連する国内の 20 以上

の学会が一同に会したプラズマコンファランス２０１１という新し

い会議の第一回（藤山寛委員長、長崎大）が金沢にて開催さ

れた。 


