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地球惑星科学分野および関連分野に関する学術研究

動向及び学術振興方策 

永原 裕子（東京工業大学地球生命研究所・フェロー） 

 

地球惑星科学およびその周辺分野の数個の国際学会，ワ

ークショップ等に参加するとともに，ジャーナル論文など

を含め，学術動向を調査した．また，その振興策につき検

討した． 

発見から 30 年近くが経過する系外惑星観測の進展が地

球惑星科学に与えている影響につき検討した結果，直接的

には，惑星形成論の根底的再検討が強く求められ，粒子の

合体成長を基礎的なプロセスとして，内側から外側に惑星

が形成されるという概念そのものに取って代わり，円盤の

流体不安定 (Streaming instability) により，星形成のか

なり初期に，短時間内に，多くの惑星が形成されるという

考えが広く受け容れられるようになってきていることが

着目される．ただし，このモデルについては，円盤進化と

して理解するレベルの研究とはなっておらず，アイディア

に近い．この先，streaming instability モデルにより惑星

形成論が大きく進展するものと考えられるが，日本の地球

惑星科学は未だに古典的惑星形成モデルの修正により惑

星形成論を完成させようという流れが大きく，今後の展開

が注目される． 

惑星形成の時間的・空間的規則性についての大前提が崩

れたため，地球進化．地球生命進化の鍵を握る，地球の水

の起源の議論も根底から揺らいでいる．基本的に水素同位

体組成に立脚する従来の議論では，水の起源解明には不確

定要素が大きく，新たな視点の導入が必要となってきてい

る． 

地球惑星科学が社会と直接関係する自然災害をもたらす

現象に関する研究については，日本とヨーロッパではその

在り方に対する考え方が異なっているように見える．日本

においても，社会に向き合ったより積極的な取り組みが必

要ではないかと思われる． 

日本の地球惑星科学あるいは天文分野の学会等におい

ては，今後、口頭発表や座長等，各種の賞の受賞者に，女

性比率を高くしてゆく努力が必要と思われる． 

 

 

 

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） 

 

 昨年度も記したが，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．たとえば擬化の一

つとして群に対し測度同値性が定義されていたが，最近日

本人若手研究者がある種の群は測度同値性に関して剛性

をもつこと示しブレークスルーを達成した．擬化の考え方

の影響は幾何学にはたいへん大きく，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．また，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，圏と函手を用いた問題の定式化がたい

へん増えている．従来の代数的位相幾何学の延長にはない

より具体的な対象に対する圏論的扱いを記す書物が 2017

年度は続出した． 

 

 数学は理論物理学との結びつきが一層深まり，カブリ数

物連携宇宙研究機構はその一つの拠点となっている．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

り，これまで数学不在であった理化学研究所は数理創造プ

ログラムや革新知能統合研究センターに数理科学チーム

を設けた．応用のキーワードは数理モデル化と統計解析

（データ解析）である．  

 

 日本学術会議の数理科学委員会数学分科会は．「訪問滞

在型」研究所設立の必要性を唱える提言を 2017 年度に発

表した．その背景には，数学とその境界領域のコミュニテ

ィーにおける重要な課題をトップダウンで主導する試み

が，幾つかの数学先進国の数学関係の研究所が中心になっ

て実施されている現実がある．この方式は，事前準備を十

分に行えば数学および数理科学分野と他分野を結びつけ

る企画立案にもおおきく資すると考えられる． 一方，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
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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． 

 

 

解析学基礎・数学解析に関する学術研究動向: 特に

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おける新展開 

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. 函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

は柴田 徹太郎氏,竹井義次氏, 竹田雅好氏の三氏が解析学

賞を受賞されたが, それぞれ非線形楕円型偏微分方程式の

固有値問題と分岐の逆問題, 完全 WKB 解析による常微分

方程式の漸近解析の研究, 対象マルコフ過程の確率解析に

関わる研究といった、それぞれの分野ですでに重厚な業績

を挙げられた研究者らであった.  

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. Boltzmann 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. 

平成 28 年度より立ち上がったデータサイエンスに対す

る教育を主とした研究・教育システムでの拠点形成(北海道

大, 東京大, 名古屋大, 滋賀大, 大阪大, 九州大)と並び, 

九州大学マスフォーインダストリー研究所を主幹組織と

した AIMaP(数学アドバンスト イノベーション プラット

フォーム)が組織され,数学の諸分野への協働の働きかけと

研究範囲の拡大をめざした事業が進んでいる. これに呼応

するように, 国内のいくつかの大学(筑波大・早稲田大・東

北大)における諸分野連携の拠点形成, 理化学研究所にお

ける, 数学と連動する諸分野との協働研究事業等が報告さ

れ情報交換を行った. 

 

 

代数学分野（数論）に関する学術研究動向 --- 整数

論の伝統と革新--- 

金子 昌信（九州大学大学院数理学研究院・教授） 

 

平成 29 年度の整数論の国内における最大のイベントは

岩澤健吉先生の生誕 100 年を記念する研究集会（於東大）

であったろう．Skinner, Coates, Darmon, Kato などのそ

うそうたる数学者たちが岩澤理論，モジュラー形式，オイ

ラー系，L 関数など，整数論の広い分野の講演を行い，活

発な議論が交わされていた．外国人参加者も非常に多く，

一つのテーマに関する研究集会としては近年まれに見る

盛況であったと言える．この周辺の数学は疑いなく今後も

整数論の中心的な話題となり続けるであろうと思われた．

モジュラー形式については，ドイツ・ボンで Zagier 教授

65 歳の記念研究集会があり，Goncharov が，Dedekind ゼ

ータ関数の特殊値とポリログの関係に関する Zagier 予想

の 4 重 log の場合の解決を報じていた．また Brown が，

モジュラー形式の反復積分についての新しい理論を発表

しているのも目をひいた．他にも香港や韓国・デジョンで

もモジュラー形式の研究集会が開かれ，とくにモックモジ

ュラー形式や調和マース形式に関する進展が著しいよう

に 感 じ た ． 多 重 ゼ ー タ 値 の 分 野 で は ，

Bachmann-Takeyama-Tasaka が，多重ゼータ値の q-類

似の二通りの特殊化を考えることによって，一つは有限多

重ゼータ値，もう一つはいわゆる対称多重ゼータ値が得ら

れるという著しい発見を行っている．また，Hirose-Sato 

が変数付き反復積分を用いて多重ゼータ値の関係式の大

きなクラスを導いたり，Chang-Mishiba が精力的に多重ゼ

ータ値の関数体類似についての成果を発表している． 長

年にわたって毎年開催されている数理解析研究所での「代

数的整数論とその周辺」研究集会は 150 人ほどの参加者が
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あり，若い人も多く非常に活発である．数論トポロジー，

グロタンディック・タイヒミュラー群，岩澤理論の一般化，

多重ゼータ値などの多岐にわたる話題がとりあげられ，若

手を中心に活発な議論がなされていた． 

 

 

天文学分野に関する学術研究動向－国際共同研究グ

ループの形成― 

花輪 知幸（千葉大学先進科学センター・教授） 

 

 天文学においても国際共同研究が盛んになり、多くの研

究グループが形成されている。観測装置の大型化や研究テ

ーマの複雑化に伴い、研究グループの規模が大きくなる傾

向にある。本学術動向調査では、天文学の分野における研

究グループの特性を明らかにするため、国際学術誌に掲載

された論文の著者を分析した。分析に利用したのは米国天

文学会が発行している The Astrophysical Journal (APJ

と略称)と、日本天文学会が発行している Publications of 

the Astronomical Society of Japan (PASJ と略称)で、最

近 5 年間に発表された論文を対象とした。論文総数は APJ

が 14153 編、PASJ が 682 編、合計が 14,385 編で、延べの

著者数は 3万 5千人ほどである。ここでは主に統計的な傾

向について調査結果を報告する。 

 論文あたりの平均著者数は APJが 8.9人、PASJが 8.5人

であるが、過半数の論文は著者数が 1-5名である。著者数

が3名以下の論文も全体の1/3を占める。またAPJでは82%、

PASJ では 78%の論文では著者数が 10 名以下であり、著者

数が 100 名を超す論文は 88 編である。巨大な研究グルー

プから出版される論文はやはりまだ稀で、1 編の論文を執

筆する研究単位は決して巨大でないことが確認された。 

 調査範囲では最も多くの論文を出版した研究者は 100編

の論文に筆者として加わっている。30編以上の論文を出版

している研究者は 188 名で全体の 1%以下である。10 編以

上出版している研究者が 2,821 名であり、1 編しか発表し

ていない研究者が数多く存在する。この調査では雑誌の電

子版目次から著者名を追跡しているため通常と異なるあ

るいは誤った表記となっている研究者が、1 編しか発表し

ていない研究者として分類されている可能性があるが、一

方で他分野の研究者や研究を本業としてない者が混じっ

ていることも考えられる。 

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— 原子核研究状況に関する現状調査 — 

須田 利美（東北大学電子光理学研究センター・教授） 

 

【「陽子荷電半径」問題の現状調査】 

 陽子は宇宙を構成する物質の基本粒子であり、その内部

構造研究は現在でも現代物理学の中心課題の一つである。

近年、陽子の最も基本的な物理量の一つである大きさ、電

荷半径、が「陽子電荷半径」（Proton Radius Puzzle）」と

してネイチャー誌やサイエンス誌の表紙を飾る事態にな

っている。電子で測定（電子散乱水素原子 Lamb シフト）

された陽子電荷半径と、近年測定が開始されたμ水素原子

の Lamb シフトによる陽子半径に深刻な不一致が認識さ

れたためである。陽子半径の不定性は基礎物理定数である 

Rydberg 定数に影響を与えるのみならず、この不一致が事

実であれば電子とμ粒子に質量以外の相違の存在を示唆

し現代物理学の金字塔である標準理論では説明できない。

そのため、「陽子電荷半径」問題は世界中の研究者の注目

を集める事態になっているのである。 

そこで今年度東京理科大で開催された物理学会では、陽子

電荷半径問題を含む現代物理学が未だに明らかにできて

いない陽子内部構造の謎について討論するためのシンポ

ジウムを開催した（２０１８年３月２３日）。陽子電荷半

径のみならず陽子スピンと内部構造の関係についても実

験・理論研究の現状のレビューと今後の研究の展望につい

て６名の研究者が３０分の講演を行った。物質の基本的な

構成子である陽子の内部構造に関するシンポジウムのた

め関心が高く、シンポジウムは１００名を超える参加者を

集め活発な議論が行われた。 

  

【短寿命不安定核研究動向】 

 近年の加速器技術並びに極稀事象の測定技術の進展に

ともない、中性子数と陽子数のバランスが大きく崩れた天

然には存在しない極短寿命の原子核を人工的に大量に生

成し、実験室でその構造や核反応を調べることが可能にな

った。その結果、従来の常識を覆す新奇な内部構造が次々

と発見され、長年の安定核研究で培われた原子核構造に関

する考え方に根本的な変革が迫られる状態になっている。

また短寿命不安定核の構造や反応が、宇宙での元素合成過

程に深く関与している事から、宇宙核物理学の観点からも
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不安定核の構造や反応研究が世界各地で盛んに進められ

ている。 

 特に今年は中性子星合体起源の重力波が米国のLIGOと

イタリアの Virgo で初めて捉えられた。その直後から多

くの波長を覆う電磁波の同時観測も行われ、それらの観測

結果が重元素合成過程である r-過程仮説の予測と一致す

ることが明らかになっている。また重力波波形解析により

原子核物理学の長年の懸案である非対称核物質の状態方

程式に関する情報が得られる見込みで、巨大な原子核であ

る中性子星合体起源の重力波・電磁波観測と地上での加速

器による原子核研究により、詳細ない中性子星研究が開始

された記念すべき年であった。 

 

 

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。本調査研究では、その中でも特に、

Positron Emission Tomography (PET)に注目して、最新

の技術開発動向を調査した。特に装置の要となる光センサ

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

が進んでおり、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。また、シンチレーション光の代わりに石英輻

射体中でのチェレンコフ光発生を利用することも TOF 機

能を付与した TOF-PET装置の性能を大きく改善するアイ

デアとして興味深い。 

 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。本調査研究

では、サイエンスアウトリーチ手法として、特に高エネル

ギー加速器研究機構で進行中の SuperKEKB/Belle II 実験

をテーマとして、 

 子供も含めた啓蒙活動手段としての LEGO ブロック

の使用の検討、および Belle II 測定器の LEGO モデ

ル設計。 

 SuperKEKB/Belle II 実験の進行状況を伝えるイン

ターネット中継。 

 Belle II 実験の状況を伝える、Twitter や Facebook

などの SNS による情報発信。 

 SuperKEKB/Belle II 実験用の“MasterClass”と呼ば

れる加速器実験データ解析の疑似体験プログラムの

具体化。 

を行った。 

 

 

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 —素粒子物理学と他分野の境界領域にお

ける新たな潮流と展開— 

磯 暁（高エネルギー加速器研究機構素粒子原子核研究

所・教授） 

 

 素粒子物理学は、物質を構成する基本粒子である“素粒

子“の性質を解明する学問として誕生したが、相対論的な

場の量子論による記述が不可欠であることから、“粒子“と

しての性質だけではなく、無限次元多体系としての “場

“と“真空“の性質を解明する学問として発展してきた。

このことが、素粒子物理学の発展に、物性物理学などの境

界領域との連携が不可欠な理由である。それに加えて、素

粒子物理学の理解には、宇宙天体物理学の観測からの知見

が必要不可欠であるが、より理論的なレベルにおいても、

両者の学問領域の垣根がなくなりつつある。さらに最近で

は、深層学習を通した情報理論との連携も世界的な潮流と

なっている。これらの連携は、“素粒子“という物理的対

象に限定されず、自然界の普遍的な性質を理解する素粒子

理論の宿命とも言える。本学術調査では、このような他分

野との連携が、国内外の研究機関や大学でどのように進め

られているのかを調査し、将来の学問の発展へ役立てたい

と考えている。 

平成２９年度は、ヨーロッパを中心に調査を行なった。

宇宙天体物理学との境界領域における研究状況を調べる

ため、イタリアの研究機関 SISSA やフランスの研究機関
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LAPTh を訪問し、部門長などとの面談を行なった。また

ボローニャで開催された素粒子宇宙論の国際会議に参加

して動向を調査した。ここから見えてきたことは、ヨーロ

ッパの研究者が、国内以上に、素粒子と宇宙天体物理との

連携が必須と考え、柔軟な発想で研究を進めていることで

ある。観測的には、宇宙背景輻射、重力波観測、宇宙線や

重力レンズ効果の観測による暗黒物質探索などとの連携

が重要だが、理論的にも、初期宇宙観測による素粒子模型

の探索という従来の発想を超えて、弦理論的宇宙論や暗黒

エネルギー起源の理解など、素粒子、宇宙天体物理学者の

両者ともに分野にとらわれない自由な発想で研究を進め

ていた。 

素粒子物理学と物性物理学との境界領域における進展

に関しては、「量子もつれ」や「トポロジカル相」をキー

ワードとして、場の量子論の再定式化、時空の量子的起源

の探求などの研究が世界的に進んでいる。今年度は、関連

する研究者のコロキウムを数回開催し、これらの分野にお

ける研究動向を把握するとともに、周辺の素粒子物理学研

究者の分野連携の意識を高める活動を行なった。 

 

 

物性 I・物性 II 分野に関する学術研究動向 — 物性物

理学における若手研究者の状況調査 – 

白濱 圭也（慶應義塾大学大学院理工学研究科・教授） 

 

 ポスドクに代表される若手研究者を取り巻く状況は厳

しさを増している。状況は今後深刻化すると考えられ、日

本の将来にとって憂慮すべき事態である。この問題はすで

に各方面で指摘され、具体的な対策も講じられているが、

若手研究者の状況を研究者の視点で調べることは、日本の

科学技術の将来にとって重要であると考える。本調査研究

では、物性物理学分野の若手研究者の状況を、科研費採択

課題数の推移を、KAKEN サイトで調べることで明らかに

した。 

科研費採択件数は、過去 15 年間にわたって増加してき

た。この傾向は数物系科学および物理学としても同様であ

った。物性物理学分野旧 5 種目、および素核宇宙物理分野

の採択数もそれぞれ増加傾向にあるが、物性の若手研究

((A),(B)、現若手研究等)の採択数は減少していることがわ

かった。この傾向は、旧物性 II および現小区分の磁性・超

伝導・強相関系関連でより顕著になる。これに対し基盤研

究の採択数は微増傾向にある。このような傾向は旧物性 I、

数理物理、原子分子量エレ、生物物理においても同様であ

ることがわかった。また素核・宇宙、天文分野と比べても、

物性若手研究採択数の減少傾向は目立っていた。 

採択率が物性分野の若手研究のみ低くなることは考え

にくく、応募件数そのものが減少していると考えられる。

またいずれの細目でも基盤研究の採択数は増加または一

定の傾向にあった。暫定的ではあるが、物性分野の若手研

究者が科研費に応募をしない傾向、もしくはできない状況

が増えていると結論される。減少の原因として、(1)物性分

野での博士課程進学者の減少、(2)若手(B)や現若手研究で

はなく基盤(C)に応募する研究者が増えている可能性、など

が考えられる。 

以上の若手研究採択件数の減少は、若手物性研究者の置

かれている研究環境と関連付けて議論することができる

かもしれない。今後、各研究機関における若手研究者につ

いて常勤、非常勤、ポスドク等の雇用者数推移を詳細に調

べるなど、より踏み込んだ調査が必要である。 

 

 

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

全体的に物性を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。このテーマを研究した D. Thouless, 

F.D.M. Haldane, J.M. Kosterlitz らが 2016 年度ノーベル

物理学賞を受賞したことは記憶に新しい。このノーベル賞

は 1 次元，2 次元系に対して送られたもので，現在では 3

次元のトポロジカル物質の研究が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 2017 年の間に

Physical Review B 及び Physical Review Letters に発表

された論文のうち 1402 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
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からも明らかである。また，上記 1402 論文のうち，所属

が China を含んでいるものが 289 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

調査では当該分野のプレプリントがほぼ全て投稿される

arXiv を全てチェックし，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。 

 以上とともに，計算機を使った物性物理学の動向調査，

特に機械学習の物理学への応用に関する調査も行った。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。また，ク

ラウド上の計算能力提供サービス（Amazon Web Service 

EC2 など）も調査し，今後の数値計算環境のあり方を調査

した。 

 この動向調査の中でも特に印象に残ったのはアメリカ

物理学会 (APS) March Meeting（APSMM）である。

APSMM は主に物性物理学を専門としている世界中の研

究者約 10,000が出席する世界最大規模の物理学会である。

こ の 学 会 の セ ッ シ ョ ン に Machine Learning in 

Condensed Matter Physics I から V と言う物性物理にお

ける機械学習に関するセッションが 5 つも設けられ，まず

驚いた。また，このセッションは朝 8 時から始まるものも

あったが，それでも立ち見どころか，部屋から溢れた人が

立ち見の場所を待って廊下に並ぶと言う盛況ぶりであっ

た。物性物理学において機械学習の方法が非常に注目され

ていることを実感した。 

 

 

物性物理学分野に関する学術研究動向 -新しい情報

処理技術の根幹を支える物性物理学研究の進展- 

長谷川 剛（早稲田大学理工学術院・教授） 

 

 機械学習に基づく人工知能が世界的な囲碁棋士に勝利

したことを発端として、人工知能の有用性が一般市民の間

でも広く認知されるようになった。人工知能はもはや特定

の研究者集団において遠い将来の技術として議論される

ものではなく、人工知能の開発･販売を目指す企業群はも

とより、人工知能は一般ユーザーも巻き込んだ大きな流れ

を作るに至っている。そこで本調査研究では、人工知能を

キーワードとして国内外の研究動向を調査した。 

 人工知能の研究・開発は、次の２つに大きく分類するこ

とができる。ひとつはソフトウエアに基づく人工知能の開

発であり、ハードウエアは既存のものを用いる。もうひと

つはハードウエアに基づく人工知能の開発であり、ニュー

ロンやシナプスの動作を模倣する素子の開発とそれを活

かすアーキテクチャーの開発が不可欠である。前者は早期

の実用化に適しており、より柔軟で高度な人工知能の構築

には後者が適している。 

 人工知能に関する研究・開発に対する研究資金（公的資

金）は着実かつ大幅に増えているが、その多くがソフトウ

エアベースに基づく人工知能の研究・開発に注がれている

のが我が国における現状である。一方、海外に目を向ける

と、ソフトウエアに基づく研究・開発だけでなく、ハード

ウエアに基づく人工知能の研究・開発にも多くの資金が投

入されている。長期的に見た場合、人工知能分野における

日本の遅れが際立つ可能性が危惧される。 

 一方、研究内容の詳細に注目してみると我が国の強みも

見えてくる。学問的に成熟した半導体素子に比べて、脳型

素子には未解明な点が数多く残されている。これに対して

我が国では、高輝度の光電子分光法を用いた酸化還元反応

のオペランド計測や電子顕微鏡を用いたイオン移動に伴

う伝導経路形成過程の実時間観察などが世界に先駆けて

行われており、動作原理の解明を通じて新規機能の探索や

性能の向上に資する成果が期待できる。これらの基礎研究

が牽引役となり、異分野融合研究がさらに進展することを

期待したい。 

 

 

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

学の関連する学会組織のあり方― 

高橋 幸弘（北海道大学大学院理学研究院・教授） 

 

 近年、米国地球惑星科学連合の大会では、農業など生命
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関連関のセッションが増加している。本年度の米国地球物

理学連合の秋大会では、森林分野のセッションで、樹木が

介する水循環を、木々一本ずつ数値モデルを使って現場計

測を検証するなどの発表があり、地球惑星科学と生物・生

態系の研究分野の融合の加速が感じられた。国内では、日

本地球惑星科学連合の中に 5 つあるセクションのうち、宇

宙惑星科学セクションと地球惑星セクションの両方にア

ストロバイオロジーの研究者が分散しており、学術会議の

科学・夢ロードマップの報告書でも、両セクションでかな

りの重複がみられる。今後はこうしたセクションコミュニ

ティ間の調整と連携が求められる。日本では、農業分野と

地球惑星科学の結合は日本ではまだ未熟であり、そうした

境界領域のセッションは非常に限られているのが現状で

ある。 

 本年度の米国電波科学会議では、リモートセンシングの

分野で、10x10x10cm を 1 ユニット（1U）として、3U あ

るいは 6U の超小型人工衛星を用いた、先端的な電波計測

機器、具体的には、K バンドレーダーや、マイクロ波放射

計を搭載した衛星計画が数多く紹介されていた。多くが、

この 2,3 年のうちにそれぞれ複数機を打ち上げる予定であ

り、そのための基礎実証は順調であると報告があった。日

本では超小型衛星の打ち上げ自体は活発であるが、こうし

た科学への応用面では遅れをとっており、その差はむしろ

広がりつつあることを感じた。 

 欧州地球惑星科学連合の大会参加者数をみると、中国は

米国に並ぶ人数に達しているが、日本はその 1/3 に留まっ

ている。その数は韓国の 2/3 で、その差は拡大傾向にあり、

インドにも 2 年以内に追い越される可能性がある。セッシ

ョンの内訳は太陽地球系科学などが微増なのに対し、自然

災害はこの 4 年で 2 倍以上に急増している。しかし、日本

地球惑星科学連合大会では自然災害セッションは増えて

おらず、世界の動向との乖離が示唆される。 

 

 

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） 

 

 現在、プラズマ科学の分野では、磁場中に閉じ込めたプ

ラズマを高温高密度の燃焼状態とし核融合エネルギーを

取り出し核融合炉を実現するために、ITER が国際協力で

フランスに、日本には JT60SA 装置の建設が進められてい

る。ITER は 2025 年のファーストプラズマを目指し、

JT60SA については、2020 年の運転開始を目指して建設

が進められ真空容器がすでに組み上がっている。一方、

LHD では重水素実験が平成 28 年度より始動し、平成 29

年度には目標とする電子温度 10keV を達成され、物理課

題であるアイソトープ効果（重水素の場合の方が、トカマ

ク型のプラズマでは最大で２倍ほど閉じ込め性能がよく

なること）についても知見が得られつつある。これまで、

ステラレータ型のプラズマにはアイソトープ効果がない

のではと推測されてきたが、今回の LHD の重水素実験の

結果、電子サイクロトロンプラズマにおいて、LHD の重

水素放電では 15%の改善がみられたと報告されている。そ

の原因は電子密度プロファイルの違いに起因するという

観測もあるが、初期的な結果からは、揺動の大きさが重水

素の場合の方が大きいという一見相反する結果も得られ

ており、さらに詳細な研究が必要である。一方、独自路線

を歩んでいるドイツでは、W7X が一昨年度より稼働し、

すでに 10keV を超える電子温度を達成し最適化ステラレ

ータの優れた閉じ込め性能を示した。現在は加熱システム

を増強した第２段階を目指した準備が進められている。一

方、高強度レーザーを用いた慣性核融合方式の分野では、

キロテスラ級の磁場を生成し加熱効率を向上させようと

する実験（Magnetized Fast Isochoric Heating: MFIH）

が日本（大阪大学）にて順調に進んでいて、プラズマの温

度が 1.6keV にまで到達したことが報告されている。 


