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数物系科学分野：天文学およびその関連分野に関

する学術動向調査及び特別推進研究の在り方に関

する調査研究 
山本 智（東京大学大学院理学系研究科・教授） 

 

学術研究動向に関する調査としては、最近の ALMA に

よる観測の進展、テラヘルツ帯観測の進展、および将来の

スペースからの観測計画について取り上げた。ALMA 観測

の進展については、15 km の基線長をフルに用いた高解像

度観測の実証が行われ、HL Tau の周りの原始惑星系円盤

の構造や遠方銀河のアインシュタインリングのダスト連

続波イメージが 0.023 秒角から 0.035 秒角で描き出された。

熱的電波でこれほどまでの高解像度イメージが得られる

のは ALMA の威力と言ってよく、今後、星・惑星系形成

および銀河形成・進化の研究を大きく発展させるであろう。

それと同時に、物理学、化学、地球科学など、周辺の学問

領域にも成果が波及していくと期待される。一方、テラヘ

ルツ帯観測では、航空機搭載望遠鏡 SOFIA によって、新

しい成果が出されつつある。中でも注目されるのは

p-H2D+の観測とそれによる水素分子のオルト/パラ比の

観測的制限である。観測は難しいが、テラヘルツ帯天文学

の新しい方向性を示している。テラヘルツ帯から遠赤外線

にかけての本格的観測のためには宇宙赤外線望遠鏡が必

須である。次世代宇宙赤外線望遠鏡計画の一つである

SPICA 計画について、その進捗状況をまとめた。 

学術振興方策については、当初の予定を変更し、特別推

進研究の現状と改革の方向性についてまとめた。特別推進

研究に対する現状のデマンドと問題点の分析から、特別推

進研究を基盤研究の上に位置付けるのではなく、挑戦的研

究として再定義することにより、科学研究費を基盤研究と

挑戦研究の２本柱として整理することを提案する。また、

それに伴う特別推進研究の制度の改革私案を示す。審査制

度の問題点とその解決案については、特に、外国人審査員

の役割と審査評価第一部会の人数の問題について検討し

た。さらに、国庫債務負担行為による年次配分プロファイ

ルの問題について、実際の応募課題の申請額の統計的解析

をもとに検討を行った。 

 

数物系科学の分野－地球の学際科学－ 

川村 光（大阪大学大学院理学研究科・教授） 

 

平成 26 年度の主な活動として、11 月 18 日、19 日の両

日に東京大学本郷キャンパス・武田ホールにて国際シンポ

ジウム「地球の学際科学」（International Symposium on 

Multidisciplinary Sciences on the Earth）を開催した。シ

ンポジウムは我々の住む星「地球」をテーマに、地震、火

山、津波、気象、環境、防災、生命等を対象に、物理学、

地球物理学、地球化学、地質学、防災科学、環境科学、生

命科学といった諸分野を横断的・統合的に扱おうという企

画であった。地球を巡る学際的な学術研究は、防災や環境

問題、地球上の生物多様性や生態系保全の問題等との深い

関わりもあり、近年、その重要性はとみに高まっており、

テクノロジーの急速な進歩と相まって、研究のフロントは、

今大きく展開している。 

組織委員として、地震学分野より山下輝夫・東京大学名

誉教授と加藤尚之・東京大学教授、地球科学分野より中嶋

悟・大阪大学教授、気候変動・地球環境が御専門の田近英

一・東京大学教授、地滑り・防災が御専門の千木良雅弘・

京都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、金森博雄博士（Caltech）を始め

として、木村学博士（Univ. Tokyo）、藤原治博士(AIST）、

日置幸介博士（Hokkaido Univ.）、John J. Clague 博士 

(Simon Fraser Univ.)、千木良雅弘博士（Kyoto Univ.）、

田近英一博士（Univ. Tokyo）、阿部彩子博士（Univ. Tokyo）、

中田節也博士（Univ. Tokyo）、Craig M. Bethke 博士（Univ. 

of Illinois）、中静透博士 (Tohoku Univ.)の 11 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。二日間通して約 80

名の学生・研究者の方々の参加があり盛況であった。 

シンポジウムでは、１）衛星を使った GNSS, GRACE

や InSAR、あるいは深海掘削、LiDAR といった強力な測

定手段が登場し、次々と新たな知見が得られつつあること、

２）防災の観点からは、これらの最新テクノロジーを活用

したリアルタイムの警報システムの整備が急務になって

いること、３）地球の全歴史スケールでの長期間での気候

変動とその原因についても、その実態が次第に明らかにな
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りつつあること、４）リスクの軽減や気候変動への適合に

対して地球生態系のレジリエンスを活用することが有効

であること、といった最近の研究成果の基づく指摘がなさ

れ、一層の分野横断的・融合的な研究の必要性と有効性に

つ い て 議 論 さ れ た 。 詳 細 は 、 会 議 の HP 

http://thmat8.ess.sci.osaka-u.ac.jp/Meeting2014/index.h

tml にも記載されている。 

 

解析学基礎分野（確率論） 
―イギリス及び世界の確率論研究のトレンド― 

長田 博文（九州大学大学院数理学研究院・教授） 

 

国際数学者会議、Warwick(イギリス)の確率論サマース

クール、日本数学会、その他の研究集会に参加して確率解

析の動向を調査した。また、信州大学の確率論サマースク

ールの講師をつとめ、幾つかの確率解析に関係する研究会

をオーガナイズした。更に、ラフパスの集中講義を受講し

た。その中で得た状況分析を述べる。 

確率解析の歴史を振り返れば、確率過程論は、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

い影響を与えている。 

ハイラー流ラフパス理論は、1970 年代半ばに始まった

マリアヴァン解析という無限次元解析の流れを汲むもの

で、1990 年代に作られたテリー ライオンのラフパス理論

を、大きく発展させたものである。彼は、自らの理論で、

ランダム行列理論、KPZ 普遍性に絡んで、大変重要視され

ていたKPZ方程式に関する基本的な問題を解決するなど、

彼の理論は壮大な一般論であると同時に、具体的な問題に

次々と適用されて人々を驚かせた。 

伊藤清が産み出した確率解析は、数学の歴史に残る大変

成功した理論だが、今回の国際数学者会議でハイラーが始

めてこの確率解析の分野で Fields 賞を受賞するに至った

のである。Warwick でそのことを彼にコメントすると、彼

にすかさず、「どの分野でも Fields 賞を取る人はその分野

で初めてだよ」と切り返された。 

1 年前、今回の調査の主目的を確率解析、とくに、ラフ

パス理論に於いたひとつの理由は、ハイラー氏の KPZ 方

程式に対する仕事を高く評価していたためである。しかし、

まさか彼の研究がこのように Fields 賞にまで至るとは、思

いもかけなかった。この分野の隆盛は想像以上である。 

ラフパス理論は、確かに伊藤の確率解析、マリアヴァン

解析の流れを汲むものだが、それまでの確率解析のもつ、

ランダムネスと方程式の構造との混在した感じが、ここで

は明確に分離されたものになっている。専門家の意見では、

「脱伊藤」ということである。代償として伊藤の公式、

martingale 理論に立脚した快適な演算が、一般の対象では

使えなくなるが、逆にそのような今までは手が出なかった

広範囲の対象に適用する可能性を秘めている。同時に、現

時点で様々な具体的な問題に応用されてきている。この分

野の専門家の一人からは、ラフパス理論は、各非線形確率

偏微分方程式ごとに、その一般論を個別にモデルの構造を

考慮して適用して結果を出していく、というトレンドにな

るという状況分析を得られた。多くの未解決問題があり、

それを解決する可能性を秘めた理論が構築されたのであ

る。今後が楽しみである。 

 

代数学分野：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） 

 

 今年度は 4 年に一度開催される国際数学者会議 

(ICM2014)がソウルで開催された。その際に数学のノーベ

ル賞と呼ばれるフィールズ賞の受賞者が発表されるが、今

回の受賞者は整数論1名、（広い意味での）力学系が 2 名、

確率論 1 名であった。受賞者のうち 2 名が力学系関係で

ある点は特徴的である。このうち一人の研究には代数幾何

と数理物理にまたがる予想の別証明が含まれる。力学系は

科研費の細目では解析学基礎に含まれるが、もともと幾何

学との関係は深い。ここ 15 年あまり代数学との境界分野

での研究が盛んになっている。特に代数幾何学や数論的な

数学対象上で力学系を考える研究が進んでおり。複素力学

系と代数学双方の研究者による分野を跨いだ研究集会も

開催されている。この傾向は今後も続くと思われる。ただ
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もともと数学の中の分野は便宜的なもので，取り入れられ

る手法は自由に使えるから，こういった分野融合は自然な

ものであることを強調しておく。 

 専門研究員の研究分野の代数幾何学において 1970 頃

に提出された予想：正標数の K3 曲面に関する「Artin 予

想」および「Shafarevich と塩田による予想」が解決され

た。Artin 予想の解決は Tate 予想の解決が導かれ画期的

なものである。これは 3 名の若手数学者がほぼ独立に証

明した。手法も保型形式や退化理論を用いるもの、久賀・

佐武の多様体を用いるものなど異なるアイデアが用いら

れ問題の深さが現れている。上述の ICM2014 の代数幾何

セッション、ICM 代数幾何サテライトコンファレンスや 5 

月にオランダで開催された代数幾何の研究集会でもこれ

らの話題が複数取り上げられるなど、今後も数論との境界

分野での研究の重要性は増すと思われる。 

 昨年の報告書で導来圏の研究の重要性を取り上げたが、

上記の ICM 代数幾何セッションの 10 件の招待講演中 3 

件はこれに関連するもので、この方向性はますます増して

いると考える。 

 

幾何学分野：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。これらの特異性

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ているとは言えないが、

活発に活動している分野であり、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、従来の幾何学の枠組みを超えた様々な研究がな

されており、一つの分野とみなすことが妥当性の議論は必

要かもしれない。 

 

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） 

 

 大型加速器を使った素粒子原子核実験分野において、最

新鋭を誇る欧州 LHC 加速器は 2013 年 4 月から 2 年間に

渡る維持強化工程の最中にあり、また、わが国屈指の

J-PARC研究所 50GeVシンクロトロンも 2013年 5月の放

射能漏れ事故の原因究明及び対策のため本格的運転がで

きない状況にあった。結果として新たなデータの生産力は

低下していた。両者とも不測の事故による停止であったが、

幸いにも再開の目処が見えている。LHC 加速器の超伝導

接続部修復は全数完了し、5 月の本実験再開に向けて

6.5TeV 相当までの励磁調整を行いながら試行ビームの閉

軌道周回に達している。本稿が公開される頃には史上最高

衝突エネルギー13TeV の陽子＋陽子衝突実験が快調に走

っていると期待する。ヒッグス兄弟や SUSY は見つかるの

か、興味深い探索が続く。J-PARC 事故対策も終結に近づ

き、ハドロンホール引き出しビーム実験再開は間もなくと

聞く。ハドロン分光学におけるいくつかの注目を集める実

験がその再開を待ち望んでいる。とりわけ大学院生にとっ

ては長く辛い時間であったと思う。完璧な事故対策を願い

ながらも早期の再稼働を期待したい。他方、わが国をはじ

め、この分野の将来を左右する国際リニアコライダー（ILC）

計画にも進捗が見られる。2013 年に纏められた加速器及

び物理・測定器に関する基本設計は「リニアコライダー・

コラボレーション」に引き継がれ、国際的な協力関係のも

とで建設準備に取り組む環境が整った。実現に向けた推進

活動は研究者内に留まらず、ILC 国際研究所建設推進議員

連盟や先端加速器科学技術推進協議会と協調した政産学

連携活動が展開されている。欧州素粒子物理戦略や米国粒

子物理計画優先順位検討会議に於いても ILC の学術的重
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要性と日本主導の期待が表明された。日本学術会議は数年

かけて当該分野以外の有識者及び関係政府機関も含めて

集中的な調査検討を進めることを提言し、それを受けた文

部科学省は昨年 5 月、ILC 有識者会議を設置した。6 月に

は日本学術会議主催の学術フォーラム「国際リニアコライ

ダー計画」も開催され、今後、活発な議論が広く展開して

いくことを期待したい。 

 

素粒子・原子核・宇宙線・宇宙物理分野 
岩田 高広（山形大学理学部・教授） 

 

○J-PARC 放射能漏れ事故のその後 

2013 年の J-PARC ハドロン実験施設での放射能漏洩事

故以後、施設は長期に亘り停止していた。その後、ハード、

ソフト両面に関して様々な安全対策を施したことで、2015

年 4 月下旬からの運転再開の見通しが立ってきた。 

○LHC 実験の再開 

CERN の LHC は 2013 年 2 月から 13TeV へのアップグ

レード作業を行ってきたが、2015 年 4 月から運転が再開

される。これまで得られた重心系 8TeV のデータでは超対

称性粒子など標準模型を超える現象は確認されていない。

これからエネルギーが上がることによって、未発見のさら

に大きな質量の新粒子の発見が期待されている。 

○B-MODE 偏光の発見は誤りの可能性あり 

BICEP2 プロジェクトによって CMB の B モード偏光

が発見されたと 2014 年３月に報道された。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。しかし、その後、赤外線天文衛星「プ

ランク」や「南極ケックアレイ」による最新の詳細なデー

タで星間塵の影響が思ったより大きいことがわかり、これ

を受けて同 BEICEP２プロジェクトチームが改めてデー

タを解析し直したところ、このパターンの存在はあやうく

なっている。 

○セシウムボールの発見 

福島第一原発事故によって環境中へ放射性物質が放出

されたが、その性質は十分に分かっていない。気象研究所

の研究グループは電子顕微鏡観察と放射線測定を融合し

た観測システムを考案し、その性質を探究し、セシウムボ

ールと呼ばれる放射性 Cs を含む球状粒子の直接観察に成

功した。その粒子は一般に考えられている放射性物質と比

べてより大きく、 Fe、Zn、Cs を含み、水に溶けないなど、

想定されていた性質とは大きく異なっていた。その存在は

事故の影響を考える上で、大きなインパクトを与える。 

 

素粒子・原子核・宇宙線・宇宙物理分野 
石橋 延幸（筑波大学数理物質系・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 つのトピックについて述べる。 

○数値的方法を用いたゲージ・重力対応の研究 

現在のゲージ・重力対応を用いた研究の広がりを鑑みる

に、この対応の検証をさらに一歩進めるべき段階に来てい

ると考えられる。最近、花田・百武・伊敷・西村らのグル

ープはコンピュータを用いて強結合のゲージ理論の計算

をすることにより、ブラックホールのエントロピー・エネ

ルギーに対応すべき量を計算し、従来の近似の次のオーダ

ーまで 2 つの理論の結果が一致することを示した。この結

果自体が非常に大きな注目を浴びているだけでなく、これ

までにない新しい手法をこの研究分野に持ち込んだ研究

として、画期的なものであると考えられる。数理的な傾向

の強かった超弦理論の分野と計算機を用いた格子ゲージ

理論の分野の活発な交流が期待され、今後注視すべき流れ

になると期待している。 

○エンタングルメントエントロピーをめぐる研究の広が

り 

 エンタングルメントエントロピーは量子情報の研究に

おいて重要な役割を果たす量である。近年、上記のゲー

ジ・重力対応を用いてエンタングルメントエントロピーを

計算する Liu・高柳の研究やエンタングルメントエントロ

ピーを考えることによってブラックホールの情報喪失問

題がより深刻になることを指摘した Almheiri らの研究が

端緒になり素粒子理論・一般相対論の分野でもこの量につ

いて議論する研究が急激に増加している。近い将来物性理

論・素粒子理論のかなり多くの研究者を巻き込んだ大きな

研究の潮流ができる可能性があり、注視すべきであると考
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える。 

 

物性物理学分野 
―超伝導および量子電子相の研究動向― 
鹿野田 一司（東京大学大学院工学系研究科・教授） 

 

 本年度、超伝導に関する研究の動向に特に注目した。電

子物性、特に電子間の相互作用に起因する物性現象を対象

とする強相関電子系の物理学においては、近年、物質とい

う巨視的な系での量子効果の顕在化（その系を量子物質と

総称することがある）に注目が集まっている。電子（準粒

子）やマグノンといった従来の個別励起とは異なる新しい

励起が存在する可能性が追求されている。その背後にある

ものは、物質の三態に対比されるべき電子の新しい状態

（state of matter）の開拓が、未知の物性や機能の発現に

繋がるという期待である。銅酸化物における高温超伝導の

研究はその発見から３０年程立ち、今世紀に入ってから落

ち着いてきたようにも見えていたが、この１、２年再度盛

り返してきた感がある。その一因は、超伝導が起こる周辺

で電荷やスピン自由度に様々な異常が観測され、超伝導の

みならず、上述の電子の新しい状態を示唆する実験事実が

着実に積みあがってきたことにある。また、数学の概念で

あるトポロジーで物質中の電子状態を特徴づけ新規な電

子相の探索へと繋げようとする研究が盛んであるが、その

超伝導版であるトポロジカル超伝導に注目が集まってい

る。マヨラナフェルミオンと呼ばれる粒子と反粒子の両方

の性質を併せ持つ素励起の出現など特異な現象が予言さ

れ、その検証が待たれている。超伝導研究の宿命とも言え

る転移温度の向上については、２０１４年、大きなブレイ

クスルーが起こった。硫化水素を 200GPa 級の超高圧で加

圧することにより転移温度が 190 K を越え、2015 年６月

現在では 200K を越えたとドイツのグループが報告してい

る。このところ進展著しい第一原理計算による物性予測が、

この発見に重要な役割を果たしていることも見逃せない。

これに限らず、計算機能力の向上と計算アルゴリズムの開

発を背景に、従来はモデル計算が主流であった研究におい

ても第一原理計算を組み合わせることにより、物質に即し

た理論研究が展開されるとともに、高精度で物理量が計算

されるようになってきた。超伝導研究の動向をみると、そ

の時々に提起された問題と接点を持ち、研究領域を拡大し

ながら発展しており、今後も物性物理学研究の牽引役とな

ることが予想される。 

 

物性 I（光物性），光工学・光量子科学分野 
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） 

 

 昨年度の報告書でも述べたように、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ディラックコ

ーンがその代表である。これに対して、マイクロ波工学や

光学の分野ではメタマテリアルやフォトニック結晶の利

用が試みられている。 

マイクロ波工学分野では伝送線路理論による解析がか

なり以前から進んでおり、回路定数の調節によって波数空

間の原点（Γ点）で線形な分散関係が実現された。光波領

域でもメタマテリアルや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。平成 26 年度は、

このような光波ディラックコーンやこれに関連する分野

について研究動向を調査した。特に、トポロジカル絶縁体

との類似に着目した理論研究の進展や、エッジモードに類

似した表面電磁モードの実証研究などに着目して調べた。

この目的のために、シンガポールの南洋理工大学で昨年の

5 月に開催された META 2014 国際会議（The 5th 

International Conference on Metamaterials, Photonic 

Crystals and Plasmonics）において、“Photonic Dirac 

Cone and Topological Photonic States”と題した特別セッ

ションを企画し、国内外から 12 件の招待講演を依頼する

などして、この分野の最新の研究成果について聴講する機

会を設けた。表面電磁モードについては、Haldane らの理

論研究を端緒として、現在も活発な研究が続いている。

META 2014 では特に、Hafezi らによるシリコンフォトニ

クスの技術を利用した、エッジモード類似の光伝搬の実現
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が注目を集めた。 

 

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・教授） 

 

 地球惑星科学連合大会をはじめ、固体地球惑星科学に関

連する多数の学会に参加し、また関連研究機関を訪問して

動向調査を行った。加えて、電子ジャーナル問題が我が国

の研究コミュニティーにとって重大な局面を迎えている

ことから、附属図書館長として国内の各大学図書館を訪問

し、米国、中国の大学図書館へも訪問調査を行った。 

 

科研費審査制度の改革に関する検討： 

地球惑星科学は、地球物理学、地質学、鉱物学、地理学

などの学問分野から構成されており、さらにそれぞれの分

野が気象学、地震学、火山学、岩石学、堆積学、古生物学、

陸水学、地形学・・・などに細分化されている。このよう

な背景から、わが国における地球惑星科学関連学協会は 50

以上も存在し、これらを束ねる地球惑星科学連合も 2005

年に発足したに過ぎない。したがって学問分野間の溝は依

然大きく、科研費審査を行う上でも分科細目を束ねること

は容易でない。実際に、「中くくり」審査が行われてきた

特別研究員(DC1、DC2、PD)の審査結果を検討した結果、

数物の他分野に比べて、地球惑星科学では審査員間の相関

係数が著しく低い（特に DC）傾向があった。これは異な

る細目の審査が困難であることの一つの反映であろう。科

研費制度の改革にあたっては「研究内容の十分な理解」の

基で「公平かつ中立」な審査が行われるような制度を目指

すことが望まれる。 

 

電子ジャーナルの現状に関する検討： 

為替変動などに起因する値上がりに対処して、有力大学

のいくつかで電子ジャーナルパッケージを解消し、購読誌

契約に戻ることが実施されつつある。ある大学では大手出

版社のパッケージ約 2500 誌を購読誌契約 400 誌に切り替

える際、地球惑星科学関連の専門雑誌はほとんど残らなか

ったと聞いている。限られた予算で購読誌を選定する際に、

利用数の多い雑誌に限定せざるを得なくなることが背景

にある。我が国の大学で現在進行中の電子ジャーナルパッ

ケージの解消は「学問研究の機会均等」の原則を根底から

崩す可能性を秘めた重大な危機である。諸外国に比べて我

が国の研究競争力を著しく損なうことが起こらないよう、

緊急の措置が望まれる。 

 

気象・海洋物理・陸水学分野：Future Earth プロ

グラム関連の動向の一端 

神沢 博（名古屋大学大学院環境学研究科・教授） 

 

 Future Earth プログラム（2013 年より 10 年間実施）

の動きが注目される。Future Earth とは、副題を 

“research for global sustainability” とし、国際科学会

議（ICSU）が、国連環境計画（UNEP）、国連大学（UNU）、

国際社会科学協議会（ISSC）および有力国の研究資金配

分機関で構成するベルモントフォーラム（BF）との連携

で進めている統合的地球環境変化研究プログラムであり、

研究者コミュニティ以外のステークホルダーとの協働を

通して、地域から地球全体の環境保全と持続可能性を追求

するところに特色がある（日本学術会議解説の抜粋）。

Future Earth およびそれに関連する動向を、最近の関連

国内外の学会のプログラムから調査した。 

 以下は、関連国内外の学会の Future Earth 関連プログ

ラムのリストである。 

・日本地球惑星科学連合 2014 年大会（横浜、2014 年 4

月 28 日 - 5 月 2 日） 

（地惑連 2014―１）Future Earth - 持続可能な地球へ向

けた統合的研究 

（地惑連 2014―２）連合は環境・災害にどう向き合って

いくのか？ 

（地惑連 2014―３）地球惑星科学の進むべき道(6):地球惑

星科学と行政・社会 

・日本地球惑星科学連合 2015 年大会（幕張, 2015 年 5 月

24 - 29 日）での予定 

（地惑連 2015―１）Future Earth - 持続可能な地球へ向

けた統合的研究 

（地惑連 2015―２）Future Earth 構想と地学教育および

地理教育との連携を考える 
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・日本気象学会 2014 年度春季大会（横浜、2014 年 5 月

21-24 日） 

（気象 2014 春―１）公開シンポジウム「気象学における

科学コミュニケーションの在り方」 

（気象 2014 春―２）専門分科会「都市における気候変動

適応研究の最先端」 

（気象 2014春―３）専門分科会「都市における極端気象」 

・日本気象学会 2014 年度秋季大会（仙台、 2014 年 10 月

21-23 日） 

（気象 2014 秋―１）スペシャル・セッション「防災気象

情報」  

（気象 2014 秋―２）スペシャル・セッション「温室効果

ガス観測技術衛星 GOSAT「いぶき」の研究成果と今後」 

（気象 2014 秋―３）スペシャル・セッション「ハイパフ

ォーマンスコンピューティングによる超高精度メソスケ

ール気象予測」 

・日本気象学会 2015 年度春季大会（つくば、2015 年 5 月

21-24 日）での予定。 

（気象 2015 春―１）シンポジウム｢地球温暖化の停滞と

加速｣  

・American Geophysical Union (AGU) 2014 Fall Meeting, 

San Francisco, CA, USA, 15-19 December 2014 

(AGU2014Fall-1) Communicating Climate Science 

Workshop 

(AGU2014Fall-2) Collaborative Education in Climate 

Change Sciences and Adaptation through Interactive 

Learning 

・26th General Assembly of the International Union of 

Geodesy and Geophysics (IUGG)  

Earth and Environmental Sciences for Future 

Generations  

Prague, Czech Republic, 22 June - 2 July 2015  

(IUGG2015-1) Union lectures: Transformation of 

Human Society for Sustainable Future 

(IUGG2015-2) U1 Future Earth and Sustainability 

(IUGG2015-3) U2 Integrated Disaster Risk Science: 

Accounting for Extremes 

(IUGG2015-4) U7 The Potential for Carbon- and 

Climate-Engineering to Offset Global Change 

(IUGG2015-5) U10 Sea Level Change and Variability: 

Past, Present and Future 

(IUGG2015-6) U11 Early Career Scientists Symposium 

このように、地球惑星科学は、気象学、地震学をはじめ、

一般市民の社会生活にまで関係する学問分野であること

から、Future Earth との関連性が高い。 

 

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） 

 

プラズマ科学応用の最先端例であるレーザー核融合研

究の現状については昨年度報告書で述べた通りである。米

国リヴァモア研究所のレーザー核融合点火実験は、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) 

細部にわたるまで高度にベンチマークされてきたシミ

ュレーションコードが、実験結果と不整合を起こしたこと

の衝撃は、非常に大きいと言わざるを得ない。その後、複

数の米国人研究者と話した結果、彼らが想定する点火に必

要なレーザー出力は、10 メガジュールクラスであることを

確認した。これは、現在のリヴァモア研究所が所有する

National Ignition Facilityレーザーシステムの 5倍の出力

となり、彼我の差が存在する。 

平成 26 年 11 月 19 日-23 日、新潟朱鷺メッセにおいて

プラズマコンファレンス 2014 を開催し、議長を務めた。

これは国内のプラズマ科学に関する全ての学協会が、参加

する最大の会議であり、1000 人超の研究者、関係者が集

まった。主催は、物理学会領域２であり、プラズマ・核融

合学会、応用物理学会プラズマエレクトロニクス分科会と

もに運営に当たったものである。学術会議の後援も受けて

おり、協賛学会は、20 を超えた。学生優秀賞を設定し、学

会の壁を超えたプログラム編成が為され、アンケート結果

からも非常に好評であったことがうかがえた。 

磁場核融合の国際プロジェクトである ITER計画につい

ては、ウェブ（英語）で様々情報が公開されてきた。次期
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ITER 計画の所長に、日本ではなくフランスから B Begau

氏が就任したと発表された。 

http://www.nature.com/news/iter-s-new-chief-will-shake

-up-troubled-fusion-reactor-1.16396 

 

【ワークショップ開催など】 

主催：India Institute of Plasma Research,大阪大学 田

中研究室（高強度レーザー工学領域） 

日時：平成 26 年 1 月 X 日、場所：India,  

参加：Institute of Plasma Research, Tata Institute of 

Fundamental Research,大阪大学、Shanghai Jiao Tong 

University, 

テーマ：高エネルギー密度科学 

協賛：Ioffe Insitute, Russia 

日時：平成 26 年 7 月 1 日、場所：St Petersburg, Russia  

参加：Purdue University, Illinoi State Univ., Ireland City 

University Dublin 

テーマ：極限材料科学 


