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地球惑星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 

永原 裕子（東京工業大学地球生命研究所・フェロー） 

 

惑星科学における研究動向を，主として系外惑星研究に絞

って調査した．天文観測が進むにつれ，太陽系の特殊性と

古典的スキームの崩壊を立て直す抜本的な理論の欠如が

続いているという２つの問題が明確になっている．木星サ

イズの大きな惑星が恒星から数 AUという距離の軌道で存

在している惑星系はわずか 1% であり，他の惑星系と太陽

系の違いをもたらした原因について百家争鳴状態である．

それを克服するため，恒星形成と周囲のガス−ダストの物

理と化学を一連に理解しようとする試みが行われるよう

になってきており，ガス−ダスト雲の構造，温度分布を決し，

さらに化学・物質情報を提供しうる可能性を秘めている．  

別の大きな流れは惑星大気科学である．膨大な学会発表，

論文が提出されているが，ほとんどの研究は，フォワード

モデルであり，逆は成立しない．スペクトル観測により何

らかの分子種が特定されたとしても，すべての分子種とそ

の相対比，その場の物理条件などが観測できないかぎり，

大気の構造，成分を一意的に決定することは不可能である．

しばらくこのタイプの研究は活発に進むであろうが，やが

て収束してゆくのではないかと考えられる． 

系外惑星大気研究のさらなる延長上にあるのは，habitable 

zone（生命存在可能惑星軌道）, さらには habitability （生

命存在可能性）議論である．すでに古典ともいえる分野で

あるが， Habitable zone, habitability 議論は，系外惑星

形成の物理過程の理解以上に，化学情報を高精度にモデル

化し，観測される（であろう）情報と如何にむすびつけて

ゆくかが今後の研究動向の主要なポイントとなる．物理学，

天文学，惑星科学，地球科学，生命科学，化学などの有機

的な連携による研究が目につくようになってきており，今

後の発展が予想される． 

学術振興のためには，その根幹をなす若手研究者の中期的

に安定なポジション提供と，そこにある研究者への中規模

クラス研究費配分の一体化した制度を提案した． 

 

 

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） 

 

 今年度は 4 年に一度の国際数学者会議(ICM)が開催され，

ある意味で過去 4〜6 年間の数学研究の世界的な総括があ

った．フィールズ賞受賞者の専門は，極小モデル理論，最

適輸送理論，p-進数論幾何，解析的数論など昨今著しく進

展している分野で，また各研究者個人がカバーする研究領

域が大きく広がっているという特徴があり，20 世紀には発

散した数学が 21 世紀に入り纏まりを見せつつある．また

我が国は ICM で，授賞者選考委員会，招待講演者選考委

員会等へ委員として参画，またチャーン賞受賞および招待

講演者が 5名選ばれるなど，その存在感を遺憾無く示した． 

 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

定式化が増えている．また，素粒子物理学におけるミラー

対称性や物性物理学におけるトポロジカル絶縁体の分類

などに圏論的定式化が有効であることが認識され始めて

いる．圏論は数学的推論（演繹）の本質を浮き彫りにする

枠組みであり，将来の基礎科学の基本的な言語になりうる．

一方，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ことも指摘したい．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． 

 数学は圏論を一つの共通言語として物理学との結びつ

きが一層深まっている．また，数学および数理科学は数理

モデル化とデータ解析を柱に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．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．CREST は 2019 年度に「数理的

情報活用基盤」と題する研究領域を発足させる． 

 日本学術会議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

したが，その延長として，関連 3 学会が共同して第 24 期

学術の大型施設計画・大規模研究計画に関するマスタープ

ランに提案を挙げる予定である．訪問滞在型方式は，デザ
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イン次第で数学および数理科学分野と他分野を結びつけ

るトップダウン型の企画立案にも大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多く

を占める．研究費を選択集中させるだけでなく，広く支援

することも必要であり，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．  

 

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における新

たな動向 − 

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。本研究では、特に装置の要となる光セ

ンサーに注目し、その動向を調査した。特に、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いる。以前は問題

とされていた、クロストークやアフターパルス、ノイズ頻

度の改善は大きく、今後、放射線耐性の改良、時間分解能

の改良が進めば、素粒子実験のみならず、TOF-PET 装置や

ミューオグラフィーへの応用が更に進むであろう。 

 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、 

 子供も含めて広く素粒子実験などの基礎科学に対す

る興味を醸成するのに有用な素材として LEGO ブロ

ックの使用を検討、素粒子実験装置の LEGOモデルを

作成、アウトリーチでの有効性確認 

 Super KEKB/Belle II実験の初衝突観測のライブ中

継などのインターネット活用。 

 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

具体化およびその実施。 

を行った。 

 

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） 

 

本調査のカバーする分野は主に細目番 4902-4906 の理論

であるが，手法として機械学習を主に調査したのでその他

の物性物理分野も一部カバーしている。 

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。このテーマに 2016 年度ノーベル物理

学賞が D. Thouless, F.D.M. Haldane, J.M. Kosterlitz

博士らに授与されたことは記憶に新しいが，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，現在でで

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 2018 年の間に

Physical Review B及び Physical Review Letters に発表

さ れ た 論 文 の う ち 1,386 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 1,386論

文のうち，所属が Chinaを含んでいるものが 290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



平成 30 年度学術研究動向等に関する調査研究 報告概要（数物系科学専門調査班） 

ポロジカル絶縁体の新奇な物性に注目した。こうした会議

に出席する中でもっとも印象の強かったのは 2018 年 9 月

下旬にドレスデンで行われた国際ワークショップであっ

た。そこでは国内ではほとんど議論されていない Many-

body localizationの話題がほぼ 4日に渡って終日発表・

議論されていた。この問題の元になる Eigenstate 

thermalization hypothesis は 1990 年代に我が国の一部

の研究者が世界に先駆け注目していたが，その後，2000年

代半ばに Many-body localization という新たな視点が加

わってからは，欧米の研究者に比べて研究者数も論文数も

極めて少ない状況が続いている。この話題は統計力学の根

幹に関わるものなので，国内の研究の遅れが懸念される。 

 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。 

 
代数学分野（数論）に関する学術研究動向 --- 整

数論の潮流--- 

金子 昌信（九州大学大学院数理学研究院・教授） 

 

平成 30 年 5 月に，京都大学数理解析研究所において，

「副有限モノドロミー，ガロア表現，および複素関数」と

題する研究集会が開催された．これは，日本が発祥の地の

一つである，基本群へのガロア表現，遠アーベル幾何の理

論の創始者のお一人である伊原康隆先生の傘寿を記念す

る研究集会でもあり，それらの研究分野および関連する多

重ゼータ値や，伊原先生がパイオニアのお一人でもあるグ

ラフのゼータ関数などについての，これまでの進展と今後

の発展を展望する研究集会となり，内外の多くの参加者を

得て非常に盛況であった．特に海外から参加の Henri 

Darmon氏や Francis Brown氏の研究発表は，伊原先生の

数学が与えた影響の幅広さを強く印象づけるものであっ

た．遠アーベル幾何の理論，ガロア表現の理論，多重ゼー

タ値の理論などは問題，手法も豊富で，関連分野との関わ

りも多岐に及んで，今後もますます活発に研究されていく

ように思われた．またこれらの分野に多くの優秀な若手研

究者が続々と参入していることも特筆される． 

筆者の専門とする多重ゼータ値の分野では，8 月に台湾

で行われた日台多重ゼータ研究集会に参加した．関数体類

似を中心として，日台の交流が活発である．また台湾側か

らは，日本の古典的な多重ゼータ値研究の成果を学ぼうと

する強い意欲が感じられた．両者はお互いの長所を学び合

って，今後の大きな発展が期待される．その後 9月に行わ

れた整数論サマースクールに参加，概説講演も行った．整

数論サマースクールは第 26 回を数える伝統ある年中行事

であるが，今回のテーマは多重ゼータ値であった．これは

学術動向としても特筆すべきことであると思われる．一昔

前には考えられないことで，多重ゼータ値というものが持

つ奥深さ，広がりを十分に感じることが出来た． 

また，数論的力学系という若い分野が特にアメリカで活

発である．楕円曲線の教科書で有名な Silverman 氏がリ

ーダーとして，多くの若手を巻き込んで研究を進めてお

り，日本でも何人か研究者がおられるが，今後興味を持つ

人が増えていくものと思われる． 

 
ナノ構造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ナノ構造物理学研究の

進展-  

長谷川 剛（早稲田大学理工学術院・教授） 

 

近年、深層学習を始めとする人工知能があらゆる分野で

注目を集めている。主に現在は半導体回路とソフトウエア

によって動作するノイマン型コンピューターを用いて人

工知能が実現されている。ノイマン型コンピューターを用

いれば膨大な情報を短時間で高速に処理できるからであ

る。一方で、ノイマン型コンピューターは逐次演算方式で

動作するコンピューターであり、人工知能に期待されてい

る最大の特徴である相互干渉に基づく並行演算を実現す

ることは難しい。このため、様々な物理現象を利用した新
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しい演算機能素子の開発とそれに基づく情報処理技術の

研究が始められている。特に最近では、生体の動作を模倣

した自然計算分野に注目が集まっている。その典型的な例

として、クーロンアイランド間における単一電子輸送現象

などの多種多様な物理現象に基づく系を情報処理に利用

する「リザーバ計算」が挙げられる。リザーバ計算では、

入力層と出力層の間に位置する「リザーバ」は入力に対し

て非線形な応答を示せばブラックボックスで良く、その学

習の過程はおろか、学習完了後の「リザーバ」内の状態を

把握することも難しい。それでも計算を実行できるところ

に特徴がある。この意味では、リザーバ計算は物理学にお

ける多体問題とも言え、物理学が果たす役割も大きいもの

と期待されている。実際 2018 年度には、応用物理学会で

フォーカストセッション「AI エレクトロニクス」が新設さ

れたり、人工知能学会が物理学会と連携して企画セッショ

ンを設けるなど、様々な学協会において基礎的な理解に基

づくシステム開発の重要性が再認識されてきている。研究

資金の面でも、近年の人工知能ブームに乗って、様々な制

度に基づく公的資金の注入が行われている。ただし、基礎

的な理解を疎かにすると、直近の成果は出せても必ず行き

詰まる。基礎と応用を両輪とした研究開発が行える制度や

環境を維持していく必要がある。 

 
「素粒子、原子核、宇宙線および宇宙物理に関連 

する理論」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、従来の加速器実験や地上での非加速器実

験を中心とした学問を超えて、宇宙物理学や天体物理学な

ど境界領域との分野融合がますます盛んになって来てい

る。欧米の研究機関では両者の境目がほぼなくなっており、

日本でも研究機関の設立趣旨や大学の講座にとらわれな

いより柔軟な交流がさらに望まれる。また、素粒子原子核

物理学と物性物理学、（量子）情報論との境界領域におけ

る進展や、深層学習と物理学との融合研究も盛んに行われ

るようになってきた。平成３０年度は、このような異なる

分野をまたがる学問領域の発展を調査するため、関連する

国際会議への参加や大学・研究機関の調査活動をおこなっ

た。 

研究面においては、もはや素粒子、原子核物理学と宇宙、

天文物理学との垣根はほぼなくなりつつあると言ってよ

い。特に、宇宙背景輻射揺らぎの発見や暗黒エネルギー、

暗黒物質の存在、さらには中性子星や BH 連星の合体によ

る重力波観測以降、これらの分野はお互いに切っても切れ

ない関係にある。しかしながら、国内においては、素粒子

物理、原子核物理、宇宙物理、天体物理という出身分野の

違いが、未だに若手研究者のキャリアパスにも影響してお

り、シニアな研究者がこのことを意識して分野間の人材交

流を進める必要性がある。 

他に、今回の調査活動で特に注目した、2 つの分野間の

連携の可能性を挙げる。 

一つは、AMO（原子分子光）物理と素粒子物理学との連携で

ある。AMO物理学は、20年ほどの間に、光格子時計や冷却

原子技術の発展により大幅に進歩し、精密計測を可能にし

た。この進歩を素粒子物理学、特に暗黒物質探索へ応用し

ようという流れが世界的に起こっている。 

もう一つは、深層機械学習と素粒子原子核物理学との連

携である。ビッグデータ解析という応用面での連携に加え

て、深層機械学習の仕組みを物理学的に理解するという基

礎面での連携も、海外では積極的に始まっている。これは、

言語学や脳認知科学も巻き込んだ学術分野の創生につな

がる可能性も秘めており、この分野にチャレンジする研究

者をエンカレッジする仕組みが求められる。 

 

大気水圏科学関連分野に関する学術研究動向 －分

野横断研究と国際連携の動向－ 

大島 慶一郎（北海道大学低温科学研究所・教授） 

 

大気水圏科学を含む地球惑星科学は、アメリカ合衆国、

特に AGU（American Geophysical Union）がリードして

きた側面があり、国際的な動向は AGU の Fall Meeting で

の研究発表状況に反映される。そこで、その推移をみてい

く。1970 年代までは、それぞれの専門内で閉じた形でセッ
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ションが組まれることが多かったが、1980年代になると、

エル・ニーニョ現象に代表される気候研究が大きな波とな

り、さらに 1990 年代になると、それまで物理が中心であ

った AGU も生物地球化学の分野が確立される。2010 年代

になって特筆される分野横断の動きとしては、南極・グリ

ーンランドの氷床融解加速に関わる研究が挙げられる。

2018 年の AGU の Fall Meeting においても、これに関連

したセッションが 7 件も立ち上がっていた。この動きは、

IPCC （Intergovernmental Panel on Climate Change：

気候変動に関する政府間パネル）が 6‐7 年ごとに出版し

ている通常の評価報告書とは別に、「海洋・雪氷特別報告書」

を 2019 年に出版することにも表れている。その原稿には、

「南極・グリーンランドの氷床融解加速等によって、今世

紀末には最大 1.3ｍの海面上昇が予測される」という看過

できない予測が含まれている。 

日本では、AGU に対応するものとして、JpGU（Japan 

Geoscience Union: 日本地球惑星科学連合)がある。JpGU

は、固体地球科学や惑星科学が主導して設立されたが、今

では、大気水圏科学を含むすべての地球惑星科学関連の学

会が参加する組織となり、毎年 5 月に行われる連合大会は

その中心となっている。特に、2017 年度より日本海洋学会

が例年 3 月に開催していた春季大会を 5 月に行われる

JpGU連合大会に合流させて開催する方式に転換させたこ

とで、大気水圏科学においても JpGU 大会が最重要な大会

となることを決定付けた。それにより、大気水圏科学にお

ける分野横断セッション・研究がさらに促進されつつある。

2020 年度の JpGU 大会は、2017 年度に続いて AGU との

合同大会が予定されており、大気水圏科学の国際化がさら

に進展することが期待される。 

 
素粒子、原子核、宇宙線および宇宙物理に関連する

実験分野に関する学術研究動向 －マルチメッセン

ジャー天体観測のもたらす知見－  

神田 展行（大阪市立大学大学院理学研究科・教授） 

 

 素粒子、原子核、宇宙線および宇宙物理に関する実験で

は、特に大型の実験・観測装置を必要とする研究が多い。

そのため、学術動向も数年〜１０年を超える長期的な推移

をする傾向があるが、この数年にエポックメイキングとな

る新たな実験・観測結果が得られており、それらを踏まえ

て今後の研究や実験・観測の計画を検討する動きが見られ

た。2019年は、活発な研究提案や将来展望が語られる機会

が多かった。 

 新たな観測結果である重力波観測の影響は、本分野の広

範囲に及んでいる。中性子星連星合体からの重力波観測は、

電磁波による追観測がなされたこともあり、マルチメッセ

ンジャー天体観測の分野を大きく活性化させている。光学

観測においては広視野や突発天体・遷移現象を目標とした

装置の開発も進んでいる。今後の大型望遠鏡計画の観測に

も影響すると思われる。国内外のγ線・X 線観測について

も同様に影響は大きい。さらに中性子星の状態方程式を制

限する結果が観測によりもたらされたことにより、原子核

物理分野においても高密度核物質や重元素起源の研究に

密接に関わっている。このこと自体は定性的には従来から

想定されていたことではあるが、実際の天体観測の解析結

果が原子核研究に影響するという、興味深い横断的な話題

となっている。2019 年からの米国 LIGO, 欧州 Virgo の第

３次観測や日本の KAGRAの稼働が予定されており、2019年

度も注目すべき結果が期待される。 

 また、IceCube 実験による高エネルギーニュートリノ観

測が、天体（ブレーザー）と対応づけられた結果もインパ

クトがあった。ニュートリノは光や重力波と同じく遠方天

体から星間・銀河間磁場の影響を受けずに直線的に到来す

る。透過性の高さから天体内部の情報をもっていると期待

され、高エネルギー天体の解明にまた一つ新しい手段が加

わった。 

 さらに機械学習を取り入れた研究手法が急速に開発さ

れている。本分野においては従来から先取的な研究者がデ

ータ解析に用いてきたが、近年、加速器やレーザー干渉計

などの実験装置制御への応用が真剣に研究されており、今

後の進展に注目したい。 

 

 

 

 

 



平成 30 年度学術研究動向等に関する調査研究 報告概要（数物系科学専門調査班） 

応用数学および統計数学関連分野に関する学術研

究動向 ― 流体現象を始めとする非線形問題にお

ける数理解析および数値解析の現状と将来 

木村 芳文（名古屋大学大学院多元数理科学研究科・教授） 

 

担当者の専門分野は応用数学および統計数学関連分

野（流体力学）であり，流体力学の数学的側面を主な研究

対象としている．流体力学は工業問題，航空船舶，宇宙環

境問題における様々な問題に関連し，幅広い応用を抱える

学問であるが，その数学的な側面については大きく分けて

次の２つの考え方が存在すると考えられる． 

（１） 流体，特に粘性流体の運動を記述する非線形偏微

分方程式である Navier-Stokes方程式やそこから

派生する方程式、およびそれらを基にしてのモデ

ル方程式を基礎方程式として，基礎方程式の解析

およびその解の性質を知ることによって現実の

問題の理解を行う立場 

（２） 現象の様々なデータから統計操作によって問題

とする物理量の特徴を抽出し，予測を行う立場 

前者は元来の流体力学の問題意識であり，現在でも数値解

析を含めた多くの研究がこの立場で行われているのに対

し、後者は近年の AIおよびデータ駆動型研究の発展の下、

機械学習・深層学習の範疇として注目されている立場であ

る．これらの２つの立場は相補的であり，例えば（１）で

方程式の特異性を研究することは（２）の弱点とも言える

突発的大偏差現象の予測に対する情報を提供することに

なると考えられるし，（２）の方法を用いることによって

（１）の立場では計算できないような複雑な状況下の問題

について予測が可能になる． 

担当者はこれまで（１）の立場で研究を続けてきているが，

新しいトレンドとしての（２）の立場に興味を持つととも

に（１）と（２）のハイブリッド型の研究の可能性につい

て研究動向を注目しており，この観点から平成３０年度は

日本流体力学会（大阪大学）とアメリカ物理学会・流体力

学分科会（アトランタ）の２つの学会において機械学習の

流体力学への応用をテーマとしたセッションの調査を行

なった． 

 

半導体関連、ナノ構造物理関連分野に関する学術研

究動向－ナノ物理学がもたらす量子制御と物質の新

機能－ 

小林 研介（大阪大学大学院理学研究科・教授） 

 

現在のナノ物理学関係で、特に注目されるトピックに量

子コンピュータがある。本調査研究は、量子コンピュータ

について国内外の研究動向を調査した。 

20 世紀後半のナノテクノロジーの発展とともに量子力

学を利用した新しいテクノロジーを生み出そうという機

運が高まった。1990年代には量子計算という新しい分野が

切り開かれた。実験面では 1999年に NECの中村泰信氏（現 

理研）らによって世界初の超伝導量子ビットの実証実験が

行われた。2000年代までには、超伝導量子ビット以外にも、

様々な物理系が量子ビットの候補として提案され、国内外

で数多くの基礎研究が行われた。その一方で、集積が困難

であるため、量子コンピュータ実現についての楽観的な予

測は困難であった。しかし、2010年代に入り、カナダの D-

Wave Systems社が量子アニーリングマシンを商用化し、衝

撃を与えた。量子アニーリングマシンは汎用性の高い量子

ゲート方式ではない。しかし、近年、量子ゲート方式の量

子コンピュータの開発も活発に行われるようになった。 

現在、大学だけでなく Google・IBM・Intel・Microsoft

なども加わり、世界的に熾烈な開発競争が行われている。

当面、分野全体が目指しているのは「量子超越性」の実証

である。今の古典コンピュータでは本質的には不可能であ

るようなタスクを実行し、量子計算が古典計算よりも優位

であることを実証しようとするものである。日本でも、

2016年度より CREST「量子状態の高度な制御に基づく革新

的量子技術基盤の創出」およびさきがけ「量子の状態制御

と機能化」が開始された。また、本年度より「光・量子飛

躍フラッグシッププログラム（Q-LEAP）」が開始されてい

る。 

現時点では、真に有用な量子コンピュータが実現するか

どうかは予断を許さない。しかし、人類がこれまでに手に

したことのない新技術が開発されつつあることは確かで

ある。このような質的に新しいテクノロジーが様々な形で

波及していき、思わぬ形で新しい学術を生み出していく可
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能性が高い。 

 

核融合学、プラズマ科学関連分野に関する学術研究

動向 -核融合燃焼実験に向かい取り巻く展開-  

山田 弘司（自然科学研究機構核融合科学研究所ヘリカル

研究部・教授） 

 

本調査研究は核融合学およびプラズマ科学関連分野に

おいて、国際熱核融合実験炉(ITER)計画における核融合燃

焼実験に向かい、これを取り巻く学術研究の動向について

海外を中心に我が国の状況も合わせて調査することを目

的とした。ITER 計画は、一つの実験プロジェクトの範囲

を越えて、関連する研究の極めて指向性の高い集約統合を

求める時代背景を生み出しつつある一方、この分野の「学

術研究」の全体を包摂するものではないことを忘れてはな

らない。このため、ITER 計画への研究開発の加速と、多

様な学術研究の拡がりの合一に注視する。 

 まず、代表的な国際会議である、欧州物理学会プラズマ

物理会議（EPS-DPP）、国際原子力機関核融合エネルギー

会議（ IAEA-FEC）、アジア太平洋プラズマ物理会議

（AAPPS-DPP）で世界的な動向調査を行った。EPS-DPP

では磁場閉じ込め核融合プラズマが多数とはなっている

が、ビームプラズマと慣性核融合、基礎・宇宙・天体プラ

ズマ、低温・ダストプラズマの分野を横断する包括的な議

論の場となっている。イノベーション賞を設けるなどとし

て産業応用展開を促進している。また、長年未解決である

磁場閉じ込めにおける水素同位体効果が固有のセッショ

ンで議論された。IAEA-FEC はこの分野で最大の国際会議

である。プラズマ物理学の理解を統合し、ITER の建設を

意図した工学研究の拡充が進んでいる。さらに、材料研究

の促進を図っている。AAPPS-DPP は EPS および APS に

対抗・協調すべく、2017 年に開始された新しい会議であ

る。EPS-DPP と比較して、多様性はより大きい。アジア

太平洋地域では基礎プラズマ研究およびその応用が盛ん

であり、世界的な主導性を発揮できる潜在性があると考え

られる。 

 この他、国内における学術会合においては、国際動向に

対応すべくあるいは率先すべく、共通目標に向けた指向性

を共有しつつも、多様性を失わない研究が国内でも進めら

れていることが確認できた。 

 


