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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、物理学分野、地球惑星科学

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。 

学術研究動向については、天文学・宇宙物理学分野を中心

とし、物理学、地球惑星科学、化学分野との連携について

調査した。天文学・宇宙物理学分野はもともと地球惑星科

学分野とある程度重なっているが、その重なりは観測装置

の高度化によってますます大きくなっている。これらの連

携を支えているのは、物理学、化学の基本的学理であり、

それら全体の有機的連携を図る動きが進んでいる。その一

つが Astrochemistry である。ここでは、欧州における動

きの一端として、European Cooperation in Science and 

Technology (COST) アクションを利用した取り組み「Our 

Astro-Chemical History」を調査し、その効果について考

察した。近年の Atacama Large Millimeter/submillimeter 

Array (ALMA)による観測、ロゼッタ衛星による彗星物質

の分析を背景に、欧州では Astrochemistry を軸とした実

質的連携が進んでいること、COST アクションによって多

くの国の研究者にこの動きが伝わり、また、若手を巻き込

んで発展していることが示された。また、Astrochemistry

の動向として、近年進展が著しい原始惑星系円盤の有機分

子の観測を紹介するとともに、2017 年 3 月にチリで開催

さ れた 当該分 野の 国際天 文学 連合シ ンポ ジウム

「 Astrochemistry VI: Through the Cosmos from 

Galaxies to Planets」で見られる研究動向を分析した。原

始惑星系円盤の観測と太陽系天体の観測の比較が現実的

になりつつある状況が特徴的であった。 

学術振興方策については、特命事項担当（科学研究費）の

主任研究員として取り組んできた科研費審査システム改

革 2018 について、その背景、経緯、基本的考え方をとり

まとめた。3 年以上に渡って議論を重ねてきた改革の「思

想」といったものを個人的レベルのものとして書き残して

おくことは、今後の改革の一層の前進のために重要だと考

えて報告する。 

 
 

「地球惑星科学分野に関する学術研究動向及び学術

振興方策」－地球惑星科学分野の学術動向と他分野

との境界領域における新たな潮流と展開－ 
永原 裕子（東京大学大学院理学系研究科・教授） 

 

 地球惑星科学およびその関連分野の動向調査のため，複

数の国際学会に出席，国際学会を通じた各種情報の収集，

国内においてシンポジウム開催をおこなった．周辺とは，

主として天文学分野である．情報収集の結果，アメリカと

ヨーロッパではそれぞれ特徴的な動向を見ることができ

ることが浮かび上がってきた．主としてヨーロッパにおい

ては広義の意味における地球環境変動に大きな軸足がお

かれ，学会におけるセッション数，講演数などの点におい

て，他分野に比した地球環境関連の研究の多さが顕著であ

る． 他方，アメリカにおいては，宇宙における生命とい

う方向を強く押し出している．過去 20 年，アメリカでは

火星における生命存在可能性ということで astrobiology 

という分野を作り上げてきた．その流れも 20 年以上を経

過し，最近ではより広い宇宙環境における生命存在可能性

の総合的な理解を追求する分野が中心的に推し進められ

ようとしている．一般的には habitability の概念でまとめ

られるが，中心的課題は液体の水の存在条件，その維持・

安定性と，生物存在可能性であるが，H2O 以外の軽元素

からなる気体・流体条件に拡張され，温度・圧力条件もよ

り広い範囲における惑星の多様な環境における生命存在

可能性を追求する分野を拡大しつつある．これは，天文学，

惑星科学，地球科学，生物学をつなぐ分野であり，自然科

学のいきつく先の一つの課題でいえる． 

注目すべきは，アメリカにおける  astrobiology, 

habitability の流れは，自然発生的に生まれてきたもので

はなく，NASA が中心となって，意図的に展開してきたも

のであることである．膨大な予算を新たな分野に投資する

ことで，全国の研究の流れを作ってしまうというやりかた

は，アメリカ独自のものともいえるが，日本においても，

新分野開拓のためには，意識的な分野開拓の議論を行うこ

とも必要なのではないかと思わせる海外動向である． 
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数物系科学（とくに数学）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 — 数学および数学と他分野との連携におけ

る新たな潮流と展開 — 
小島 定吉（東京工業大学情報理工学院・教授） 

 

 ここ 10 年間くらいの数学のとくに代数学および幾何学

における一つのトレンドとして，圏（カテゴリー）と函手

（ファンクター）を用いた問題設定がたいへん増えている．

研究対象が深くなるにつれて対象自身をより精密に記述

する道具が必要なためであろう．また，Gromov が牽引す

る各種概念や手法の擬化（緩和化）が数学のいろいろな場

面に登場している．たとえば幾何学において「擬等長」と

いう概念の利用は局所構造と大域構造を結びつける際の

指導原理となっている．擬化の考え方の影響はたいへん大

きく，多様体が主な研究対象だった時代は過去になりつつ

ある． 

 数学は基盤的なレベルで理論物理学との結びつきが今

後一層深まると思われる．当面は Calabi-Yau 多様体に対

するミラー対称性がキーワードとなるだろう．一方，数学

および数理科学がこれまでは疎遠であった他の学術領域

や社会の問題に応用される場面は大きく広がる傾向にあ

る．科研費特設分野「連携探索型数理科学」には多く応募

申請が集まり，数学あるいは数理科学の汎用性を応用する

試みに弾みがついた．ここでのキーワードは数理モデル化

と統計解析である．  

 数学分野において学術振興を牽引するのは，研究者個人

の発想に基づくボトムアップ型の研究がほとんどを占め

る．研究費を過度に集中させるよりは，むしろ広く支援す

ることが得策であり，科研費各種目における区分ごとの採

択件数を申請件数と総申請額双方を加味して算出する方

式は堅持が必要であろう．一方，数学コミュニティーにお

ける重要な課題をトップダウン的に先導する試みは，幾つ

かの数学先進国の数学関係の研究所を主体になされてい

る．多くの場合，年次あるいは半年次テーマを掲げ関連研

究者を世界から集中的に集め研究を加速させる仕組みで

ある．こうした「訪問滞在型」とも呼ぶべき方式は，数学

や数理科学に関連する科学の振興にたいへん効果的であ

ることが認識されている． 

 

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

は片山聡一郎氏,小池茂昭氏, 笹本智弘氏の三氏が解析学

賞を受賞されたが, それぞれ非線型双曲型偏微分方程式の

零構造に対する解析, 完全非線形楕円型・放物型偏微分方

程式の Lp粘性解の進展, 非平衡確率力学系の厳密解に関

わる研究と各分野で高い業績を挙げられた研究者らであ

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.  

  個別の研究では主に流体力学の数理解析分野, 特に気体

力学の解析学に関して、海外、とりわけ中国・台湾におけ

る研究者層の厚さを感じた. Boltzamann 方程式や圧縮性

粘性流体・非圧縮性粘性流体の数学解析など、国内の著名

な研究者らがこれまで世界の研究を牽引してきたが，それ

ら著名な研究者らが引退する時期にさしかかり, 若手の優

れた研究者の出現が望まれる. 非圧縮粘性流体の分野では

そうした研究者が少なからず現れているが ,国内で

Boltzmann 方程式の数理解析的研究を行っている若手研

究者はほんの 1-2 名しか見当たらない. 今後, 当該分野で

の中国研究者らの研究が興隆することを予想する上で, こ

うした傾向はたいへん憂慮する事態である.  他方，非線型

放物型, 非線型分散型の諸問題に関わる研究は堅調で、特

に時間大域的な解の挙動にまつわる研究では多くの成果

が得られている. これは世界的に見ても国内の研究がリー

ドを保っている分野である. 

  文科省により、データサイエンスに対する教育を主とし

た研究・教育システム設置の提案があり, 結果として, 主

に情報科学・統計数学に人材を持つ 6 大学(北海道大, 東京

大, 名古屋大, 滋賀大, 大阪大, 九州大)がその拠点として

採択され教育センターが発足した.  これは教育プログラ
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ムであるが, 幅広いデータサイエンスに関わる分野に教育

を重点とした組織を形成することで, 関連する組織の研究

者による研究も数理統計学に関わるハードな分野から実

学にいたる多方面の分野に新たな展開と影響を及ぼす可

能性がある. 

 

 

代数学分野（数論）に関する学術研究動向 --- 整数

論の新展開 --- 
金子 昌信（九州大学大学院数理学研究院・教授） 

 

 日本数学会春季賞受賞者の題目が数論的 D加群の理論と

ラングランズ対応に関するものであったことでも分かる

ように，数論幾何やラングランズプログラムは着実に進展

している．秋季総合分科会の代数学分野での特別講演でも，

エル進層の特性サイクルの理論について著しい進展が報

告されていた．引き続き整数論の中心として進展が期待さ

れる分野であると思われる． 

  多重ゼータ値の分野では，国内では 3年に一度の研究集

会が数理研で開催され，解析的側面，代数的側面双方から

の新しい進展について活発な議論がなされていた．モジュ

ラー形式との関係，結び目理論との関係，楕円類似なども

報告され，少なくとも今後しばらくは活発な進展が続いて

行くように見られた．海外ではリヨンの集会が，古典的な

多重ゼータ値とその関数体類似を対比させての初めての

大がかりな研究集会であった．そこでは単なる類似を比較

するだけではない，それぞれに固有な興味深い問題，現象

が活発に議論されていた． 

  モジュラー形式に関しては，日本で始めてのモックモジ

ュラー形式に関する国際研究集会が開催されたことが注

目される．これはラマヌジャンの研究に端を発する分野で，

近年新たなムーンシャイン現象との関わりも発見されて，

数学，数理物理学を巻き込んで注目されている分野である．

日本人でこれを専門に研究する人は多くはなかったが，こ

れを機に興味を持つ人が確実に増えたであろうと思われ

る．多重ゼータ値にせよモックモジュラー形式にせよ，一

方では数論に，他方では物理学に結びつくような対象は極

めて豊かな構造を内包しており，新たな分野を開いていく

可能性を持っている．また保型形式方面については，数理

研での保型形式とその周辺研究集会において，グロスープ

ラサド予想，ベヘラー予想に関して著しい進展が報告され，

保型 L関数と周期についてのより深い理解へと繋がってい

る．これも古くはオイラー以来の伝統に則り，近年でもダ

ムレルの定理や志村の仕事をラングランズプログラムの

枠組みの中で大きく発展させるもので，一つの王道を行く

進展と言える． 

 

天文学分野に係る学術研究動向に関する調査研究 
花輪 知幸（千葉大学先進科学センター・教授） 

 

国際観測公募と研究チームの形成 

天文学分野でも複数の国が運営に携わる大型観測装置

が増えてきた。チリのアタカマ砂漠に建設された電波望遠

鏡 ALMA はその典型で、日本をふくむ多数の国が参加す

る国際大型プロジェクトである。ミリ波からサブミリ波帯

では比類ない感度と空間分解能を有するため、星・惑星形

成から遠方銀河まで、さまざまな分野で新たな成果が得ら

れている。極めて広範な能力を有するため、観測提案には

太陽など従来の天体望遠鏡では考えられなかった分野で

も観測されている。観測対象は国際公募により決められて

いるが、その競争率は高く、観測時間を確保するのは容易

ではない。北米、ヨーロッパ、東アジアといった地域バラ

ンスも考慮されているが、さまざまな国から選出された審

査員から高い評価を受けることが、観測時間を獲得するう

えで不可欠である。観測時間の獲得は国際的な競い合いで

あるとともに、研究分野間での競い合いでもある。研究対

象や期待される成果について、主とした研究対象が異なる

研究者に理解されることが大切である。ALMA 以外でも多

くの大型観測装置で、観測対象は国際公募により決められ

ている。このような国際情勢の中で、我が国の天文学が世

界をリードする成果を挙げるために必要な研究体制・研究

助成について調査を行った。 

ALMA 望遠鏡への観測提案は主提案者 (Principal 

Investigator, PI)が主体となり、趣旨に賛同する共同提案

者(Co-Investigator, Co-I)を集めたチームでまとめるのが

普通である。強力な観測提案を作成するチームの形成には

以下の２点が重要である。 

(1) 観測チームには観測データの解析から論文の執筆ま

で、短期間のうちにまとめる力が求められる。このた

めにデータ解析、これまでの観測成果との結合、理論
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的な考察といったタスクを分担できる人材が求めら

れる。実際にはそれぞれのタスクについて実績のある

メンバーが歓迎される。従って、特色ある観測装置、

解析手法、理論シミュレーション、など国際的にみて

も独創性の高い研究実績をもつ人材を育てることは

重要である。 

(2) 個人的な人間関係も重要である。観測提案の初期段階

では、どうしても個人的に信頼できる少人数での議論

が中心となる。テレビ会議システムは合意形成に有効

な手段であるが、アイディアを醸成するためには、実

際に顔を合わせた人間関係が重要な意味をもってく

る。博士取得研究者として滞在した研究機関で知り合

った研究者、博士取得研究者、留学生は国際研究チー

ムの橋渡し役として重要である。 

これらは他の観測提案や共同研究にも適用できる普遍性

があると思われる。 

 

 

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３つのトピックについて述べる。 

・重力波の観測 

 アメリカの LIGO 検出器が 2015 年 9 月 14 日と 12 月

26 日にブラックホール連星合体にともなう重力波を観測

したことは、科学界における近年まれにみる大ニュースで

あった。この観測は、アインシュタインによって予言され

ていた重力波を初めて直接観測したという歴史的意義だ

けではなく、重力波天文学という新しい分野の始まりとい

う未来につながる意義を持っている。また、この観測は、

直接関係する宇宙観測の分野だけではなく、数値相対論や

修正重力理論などの理論分野においてもさまざまな研究

の潮流を作ると考えられる。 

・Double field theory・一般化された幾何学 

 超弦理論はリーマン幾何学で記述可能な一般相対論を

含んでいる一方、リーマン幾何学では記述できない

T-duality と呼ばれる性質がある。近年、この T-duality が

自然に導出できるように一般相対論を拡張した double 

field theory と呼ばれる理論が提案され、活発に研究され

ている。最近、Double field theory の研究に関連して、10

次元の一般化された超重力理論と呼ばれる理論が発見さ

れた。この発見は、Double field theory や一般化された幾

何学の研究が、これまで知られていた事実を整理するだけ

でなく、全く新しい理論を発見する手段になる可能性を示

唆しており、今後注視していくべき研究動向であると考え

る。 

・超弦の場の理論 

超弦理論は、重力を含む素粒子の統一理論の候補として永

年研究されてきたが、この理論の基本的定式化、おおざっ

ぱに言い換えると「この理論の出発点となるべき基本方程

式は何か」という問題に関して、万人が納得する回答が未

だ得られていない。最近、Sen は超弦の場の理論を構築す

ることによってこの問題に一応の決着をつけた。超弦の場

の理論とは重力場を含む無限個の場に関する理論であり、

超弦理論の様々な問題を非摂動的に議論することができ

る枠組みである。この理論を用いた様々な計算が行われつ

つあり、超弦理論における新しい研究動向として注目され

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） 

 

 【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】 

 一昨年大晦日に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・同定に成功した短寿命不安定核

である原子番号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。その

後、研究者グループによる元素名、元素記号の提案に基づ

くパブリックレビューを経て平成 28 年 11 月 30 日に

IUPAC より正式に研究グループ提案の元素名「ニホニウ

ム」、元素記号「Nh」が 113 番元素の元素名、元素記号に

決定した。発見した新元素への命名権獲得はアジア初の快

挙であり、今後、世界中の教科書の元素周期表に日本に関
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連した元素名並びに元素記号が掲載される。ニホニウム命

名の件は、テレビや新聞等で大きく報道された。日本の原

子核研究が世界をリードしていることが広く認識され、ま

た日本の子どもたちに科学への関心を呼び起こす起爆剤

になったであろう。 

 この研究の目標は物質の存在限界を極めることである。

元素が重くなる、すなわち陽子数が増えると、クーロン反

発力のために原子核は不安定になるが、より大きな元素番

号（かつ中性子過剰）の原子核では、原子核殻構造の効果

がクーロン反発を押さえ込み、大変長寿命あるいは安定化

された原子核の存在が理論的には予言されている（「安定

の島」）。今後は、安定の島を目指し、元素の存在限界解明

への挑戦が行なわれる。 

 

【短寿命不安定核研究の動向】 

 宇宙開闢として知られるビックバン以降の宇宙での物

質進化の謎に迫るため世界各地で大型加速器施設の建設

あるいは立案のラッシュが続いている。高エネルギー加速

器を建設し、天然に存在するウランなど安定な（準安定な）

原子核を破砕し天然には存在しない陽子・中性子数のバラ

ンスを崩した短寿命の不安定核を人工的に作って、その内

部構造や核反応を調べることが目標である。 

 この研究分野では現在日本にある理化学研究所の RI ビ

ームファクトリーが世界をリードしているが、アメリカ、

ヨーロッパそして韓国では 1000 億円規模の大型加速器施

設が建設中であり、ヨーロッパや中国ではその後の大型計

画の検討が進んでいる。これは、天然には存在しない様々

な短寿命不安定核を人工的に生成することで、宇宙での元

素合成研究だけでなく、不安定核（放射性同位体）が物理

学のみならず医学を代表とする様々な基礎研究、実用研究

に有用であることも要因となっている。今後世界各地で稼

働を開始する大型加速器施設が拠点となり、基礎から応用

まで多様な研究が展開されることになるであろう。 

 

【陽子荷電半径問題】 

 高エネルギー電子散乱、水素原子分光実験、そしてμ水

素原子（電子をμ-に置換した原子）分光実験から決定され

た陽子の電荷半径が４％（７σ）も食い違うことが最近明

らかになり、「Proton Radius Puzzle」と呼ばれ、Science 

誌や Nature 誌の表紙を飾る事態になっている。現代物理

学の構築と共にその内部構造が詳細に研究されてきた陽

子であるが、大きさという最も基本的な物理量に未だに不

定性があるとは驚きである。その不定さは基本物理定数で

ある Rydberg 定数に影響を与えるのみならず、

muon-electron universality の破れに関連する可能性も

あり、「Proton Radius Puzzle」の原因解明は現代物理学

の重要課題の一つと考えられている。 

 過去のデータの解釈を含め数多くの論文が出版され、ま

た研究会や国際会議が開催され、世界各地で追試実験が計

画されている。日本でも、東北大学電子光理学研究センタ

ーや JPARC でより精度の高い測定が計画されており、数

年後にはこのパズルの原因が解明されるであろう。 

 

 

素粒子・原子核・宇宙線・宇宙物理分野に関する学

術研究動向 − 素粒子の応用研究と情報発信の動向

調査 − 
飯嶋 徹（名古屋大学現象解析研究センター・教授） 

 

 本調査研究の対象である素粒子・原子核・宇宙線・宇宙

物理の分野は、物質の根源や宇宙の成り立ちの解明を目指

す最も基礎的な学問分野であるが、こうした基礎科学の研

究では、技術的には民生技術にはない究極性能を目指した

ものが多く、素粒子実験技術の他分野への応用も大きな可

能性を秘めている。Positron Emission Tomography (PET)

はそのよく知られた例であろう。最近では、対消滅ガンマ

線の飛行時間（Time-Of-Flight）測定によってより鮮明な

画像が得られる TOF-PET 装置が注目され、より短い発光

時間を有するシンチレータの開発が進み、さらにはシンチ

レーション光の代わりにチェレンコフ光を利用すること

も検討されている。また、光センサーとして従来の光電子

増倍管に代わって、“Si-PM”や“MPPC”などの名称で知ら

れる半導体光センサーの開発も進み、より安価で、磁場中

での動作を必要とする MRI との併用が可能なシステム開

発につながる可能性を秘めている。一方、宇宙線ミューオ

ンを使って、活火山やピラミッド、原子炉などの巨大構造

物の内部を透視するミューオグラフィーも急速に発展し

ている。特に、日本で名古屋大研究者を中心に開発された

原子核乾板技術は、電力供給が困難なフィールドでも有効

な手法として注目される。今後も、このような「ものづく
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り」を橋渡しとした分野融合研究の発展が注目される。 

 また、この分野の研究は、装置や研究組織が巨大化して

研究経費も莫大なものとなっており、その推進のためにも

社会への情報発信の重要性が更に増している。ヨーロッパ

では、CERN を中心に、IPPOG（International Particle 

Physics Outreach Group）と呼ばれるコンソーシアムが発

足し、高校生や高校教師向けの教材開発や、加速器実験デ

ータ解析の疑似体験プログラムの普及活動を進めている。

主要国際会議においても、アウトリーチや科学教育に関す

る分科会が企画され、様々な手法開発が報告されている。

一方、各研究機関においては運営費交付金の減少から十分

な広報・啓蒙活動費を確保できているとは言い難く、科研

費においても、このような啓蒙手法の開発や啓蒙活動を十

分に支援することが望まれる。 

 
 
物性 I・物性 II 分野に関する学術研究動向 — 物性

物理学における先端的研究課題と将来展望の調査 – 
白濱 圭也（慶應義塾大学大学院理工学研究科・教授） 

 

 物性 I・II(凝縮系物理学)分野における学術研究動向調査

の一環として、世界最大の物理学集会であるアメリカ物理

学会のマーチミーティング(APSMarch)における研究動向

の解析を試みた。同会議の参加者および発表件数は 1 万名

(件)に達しており、その発表の動向から凝縮系物理におけ

る研究の潮流と変遷を調べられると考えた。今回は 2005

年から 2017 年までの APSMarch において、種々の物理学

用語が発表アブストラクトに現れる頻度の経年変化を調

べた。その結果、以下のような興味深い事実が明らかにな

った。 

 APSMarch の参加者と発表件数は 2005 年から 2017 年

にかけて 1.5 倍に増加している。この増加の理由は明らか

ではない。種々のカテゴリーにおける用語の出現数と出現

頻度を、総計 150 件程度に渡って調べた。出現頻度の算出

は、発表件数自体の増加の影響を単純な演算によって除去

することで行った。その結果、トポロジカル物質研究関連

用語(topological, indulator, Dirac, Majorana, Weyl 等)の

頻度が著しく増加していること、スピントロニクス関連用

語は概ね緩やかに増加していることを見出した。これらの

挙動は、凝縮系物理学の研究動向を正しく反映していると

考えられ、今後も両分野は基礎物理的側面から発展してい

くと予想される。一方、ナノチューブ研究は過去 10 年以

上にわたって完全に衰退傾向にあり、グラフェンについて

も 2014 年以降は減少の傾向にあることが、予想外の結果

として明らかになった。 

 今回行った用語出現頻度の解析は、非常に単純でまだ不

確かさも大きいが、今後解析手法の改良と幅広い分野の用

語の選定を行うことで、研究動向の分析に役立つ手法とな

ると期待される。 

 

 

物性物理学分野に関する学術研究動向-トポロジカ

ル物質を中心に- 

大槻 東巳（上智大学理工学部・教授） 

 

 物質の性質を理論的に解明する物性理論の分野は，個別

の物質を理解するのではなく，波動関数のトポロジーから

全体的に理解するという新しい立場により非常に活気を

帯びている。このテーマに 2016 年度ノーベル物理学賞が

授与されたことは記憶に新しいが，このノーベル賞で研究

が終わったわけではなくさらに新たな展開を見せている。 

 この学術動向を踏まえ本調査では物性物理学分野おけ

るトポロジカル物質の学術動向調査を行なった。この分野

がいかに進展著しいかは，2010 年から 2016 年の間に

Physical Review B 及び Physical Review Letters に発表

された論文のうち 1,071 論文が，topological insulator(s), 

Weyl semimetal という言葉をタイトルに含んでいること

からも明らかである。また，上記 1,071 論文のうち，所属

が China を含んでいるものが 214 論文あることも注目さ

れたい。こうした研究の動向は参加した国際研究集会でも

肌で感じることができた。こうした学術動向を背景に，本

調査では arXiv をチェックし，物性物理学分野の最先端の

動向調査を行なった。これと並行して主要な国内外の学会

に出席し，情報取集を行なった。ワイル半金属やトポロジ

カル絶縁体の新奇な物性に注目した。また，研究成果発表

におけるオープン化の調査も行なった。 

 以上とともに，計算機を使った物性物理学の動向調査も

行った。この手法は国家レベルで開発される京コンピュー

タなどで注目されているが，クラスターコンピュータによ

る並列計算，Graphics Processing Unit（GPU）を活用し
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た計算など，研究室レベルでも盛んに用いられている。特

に新たな解析手法として注目を浴びている GPU を使った

機械学習について詳しい学術調査と情報収集を行なった。 

 

 

物性物理学分野に関する学術研究動向 
-次世代情報処理技術の開発における物理学の果た

すべき役割- 
長谷川 剛（早稲田大学理工学術院・教授） 

 

 近年注目を集めている量子コンピューターや脳型コン

ピューターで用いられる新しい演算方式（アーキテクチャ

ー）の実現には、新しい物理現象を利用した素子や回路が

必要となる。このため、これら情報処理技術の開発におけ

る物理学の果たすべき役割も従来にも増して高まってい

る。そこで、これら次世代コンピューターの開発に資する

物性物理学関連の研究動向を調査した。 

 量子コンピューターでは、超伝導回路を用いた量子アニ

ーリングによるコンピューターが販売されるまでに至っ

ている。量子情報処理に関する基礎研究は 1980 年代から

行われているが、この実用化によって基礎研究への期待も

一層の高まりを見せている。量子演算を行う方法は超伝導

回路以外にも多数提案されており、まさに、産業技術と基

礎科学が両輪となって進展する時代へと突入した感があ

る。 

 一方、脳型コンピューターでは、数学的な対称性からそ

の存在が予言されていた２端子素子である「メムリスタ—」

を用いた研究開発に注目が集まっている。現在のディープ

ラーニングでは、ノイマン型コンピューターに搭載したソ

フトウエアで機械学習を実現している。これに対して「メ

ムリスタ—」を使った研究では、学習機能自体をハードウ

エアで実装することが目指されている。このハードウエア

実装では、新たなアーキテクチャーと新しい物理現象を組

み合わせることで飛躍的な進展を実現できる可能性があ

る。例えば、学習時に確率動作を加えることで学習の効率

が向上するとの指摘がある。従来はソフトウエアで乱数を

発生させることで確率動作を実現するしか無かったが、そ

の多くが確率過程である物理・化学現象を用いれば、確率

動作をハードウエアに容易に実装できる。このほか、セン

サーと組み合わせることで「物質」や「物体」そのものに

学習・記憶させる物理実装の試みも始められており、基礎

科学の進展に基づく新しい情報処理技術とＡＩやロボッ

ト技術との融合によるパラダイムシフトにも期待がかか

る。 

 

 

超高層物理学分野及び惑星科学を含む気象・海洋物

理・陸水学分野に関する学術研究動向 ― 地球惑

星科学における探査機・衛星観測の新展開 ― 
高橋 幸弘（北海道大学・大学大学院理学研究院・教授） 

 

 2015 年に日本初の惑星探査機である「あかつき」が金

星周回軌道に投入され、日本の惑星研究は新たなフェーズ

に入った。あかつきが撮影した金星の画像は、世界最高画

質であり、これらを解析することで多くの謎が解明される

と期待されている。探査機の開発が日本独自に行ってきた

ものであるが、データ解析は米国との綿密な連携体制の下

に進められている。探査は大規模な資金と年月を要するが、

資金調達やプロジェクト採択も意識して国際プロジェク

トとして進められるケースが増えている。その場合、技術

的困難に加えて、資金面での国際的な足並みの乱れが、大

きな遅延を生むリスクがある。探査計画では、モチベーシ

ョンの維持や人材育成が大きな課題である。今後は望遠鏡

や超小型探査機など安価、短期で実現できる手段も取り入

れた戦略の加速が望まれる。 

 100kg 以下の超小型衛星の増加が世界的な流れになっ

ており、その利用は地球科学の研究にも大きなインパクト

を与えている。超小型衛星の爆発的な数の増加は、即時性、

網羅性の高い地球観測を、史上初めて実現する手段である。

米国企業は数 100 機の地球観測衛星を連携運用する計画

を実現しつつある。一方、地球環境変動も絡んで防災や農

林水産業に関するリモートセンシングの潜在的需要を抱

える、ASEAN など開発途上国でも自立した宇宙開発の気

運が高まっており、日本はアジアをリードし、効率的・経

済的な宇宙開発を実現に導くポテンシャルを持っている

が、そのためには、学術的な側面を担う大学や研究者が関

与して行くことが肝要である。 

 研究発表大会では、参加者数が年 7-8%の増加傾向にあ

る。それは、参加国や国内の関連分野の研究者を吸引して

いることが原因と思われ、特に新興国の参加者数の増加は
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著しい。分野別では、最近惑星や宇宙空間分野に比べ自然

災害関連のセッション数の増加が顕著である。このことは

自然災害が深刻な、新興国の研究者の増加と関係があるか

もしれない。そうした国での超小型衛星需要の顕在化も、

経済発展と共に、自然災害対策の必要性が大きく影響して

いると考えられる。 

 

 

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） 

 

 プラズマは自然界や宇宙に普遍的に見られその学理は

自然理解の根本に関わるとともに、核融合、新物質・新状

態創成他、最近では医療、農学、バイオテクノロジーなど

広い応用を持つ数物系分野である。 

 最初に磁場閉じ込めプラズマ分野では ITERのファース

トプラズマが 2025 年と公表されたほか、ヘリカル型装置

において進展が見られる。ドイツでは Wendelstein7-X が

2016 年の 2 月に実験を開始し優れた性能を示し、日本で

は核融合科学研究所の大型ヘリカル装置（LHD）が平成

28 年度の２月にアイソトープ効果（水素と重水素プラズマ

の特性の相違）の解明を目指し重水素実験が開始された。

LHD では以前のデータの解析が進みトロイダル方向の狭

い局在する位置で「舌のように径方向に長く伸びた構造」

（タングと呼ぶ）が成長しそれがトリガーとなって振動状

態へと遷移することが観測されプラズマの構造遷移に新

たな知見を与えている。 

 光プラズマの分野では、プラズマ中に生成できる極限的

な電場を利用して小型の粒子加速器開発においてレーザ

ーパルスを伸ばすことで陽子エネルギーの顕著な増加に

成功し、またレーザー核融合においては磁場を利用するこ

とで加熱効率を上げる研究が進められている。機能プラズ

マの分野では平成 27 年度にプラズマを種子に照射により

植物の成長促進と収穫の増大につながること国際的に大

きな注目を浴びているが、そのメカニズムの解明が進めら

れているほか米については実証試験も開始されている。 

 最後に、日本物理学会、プラズマ核融合学会、応用物理

学会のプラズマの分科の共同で開催されたプラズマカン

ファレンス 2011、2014 に続き、来年度応物学会を中心に

プラズマコンファレンス 2017（11.21-24 姫路）の準備が

進んでいる。平成 29 年 2 月に公開された日本学術会議の

マスタープラン 2017 に、プラズマ分野からは非平衡プラ

ズマの学理を求める「非平衡極限プラズマ全国共同連携ネ

ットワーク研究計画および低温プラズマの多様な応用を

推進する「最先端プラズマ科学グローバルイノベーション

拠点の形成」が選択されている。 


