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議題 

1. 研究会等の案内 

2. 公募のお知らせ 

3. 共同研究の報告 

4. 総合討論 



議題 

1. 研究会等の案内 

1. 第8回「プラズマ宇宙物理」3学会合同セッション 
（九大・松清） 

2. 実験室、宇宙空間、天体プラズマに関する第3
回東アジア夏の学校と研究会 （NIFS・居田） 

3. 12th Asia-Pacific Physics Conference （APPC12） 
（JAEA・菊池） 

4. プラズマコンファレンス2014 （電通大・米田） 



第8回3学会合同セッションについて
（SGEPSS担当）

JpGU（日本地球惑星科学連合）2014年大会

開催期間： 2014/4/28～5/2

開催場所：横浜パシフィコ会議センター（横浜市）

発表形態：口頭＋ポスター（第5回：107件＋62件）

参加費 ： 会員 =16000円（院生=  8000円）

非会員=24000円（院生=15000円）非会員=24000円（院生=15000円）

講演申込： 2014年2月頃

形態、サブセッション構成などの詳細を、今夏頃までを目途に各学会
世話人との議論を通じて詰めていく予定。

第7回世話人

物理学会 ：安藤 晃（東北大）、井 通暁（東大）、永岡賢一（NIFS）、三好隆博（広島大・代表）
SGEPSS ：篠原 育（ISAS/JAXA）、杉山 徹（JAMSTEC）、中村 匡（福井県立大）、松清修一（九大・代表）

天文学会 ：犬塚修一郎（名大）、柴田一成（京大）、新田伸也（筑波技術大） 、松元亮治（千葉大・代表）

SGEPSS秋学会（2014年11月頃：未定）での開催可能性も



実験室、宇宙空間、天体プラズマに関
する第3回東アジア夏の学校と研究会 

3rd East-Asian School and Workshop on 
Laboratory, Space, Astrophysical Plasmas 
http://easw3.nifs.ac.jp/ 
  
日時   2013年7月8日(月)〜 12日(金) 
場所  代々木オリンピックセンター
http://nyc.niye.go.jp/e/ 
 

校長   常田佐久(国立天文台) 
副校長 居田克巳（核融合科学研究所） 
副校長 小野靖（東京大学） 
 
LOCメンバー 

永岡賢一（核融合研）、渡邊智彦（核融合研）、石澤明宏
（核融合研）、伊藤淳（核融合研）、岩塚聡美（核融合研）、
殿岡英顕（国立天文台）、石川遼子（国立天文台）、井通暁 
（東京大学）、田中和夫（大阪大学）、菊池満 （日本原子力
開発研究機構） 

http://nyc.niye.go.jp/e/
http://nyc.niye.go.jp/e/


トピックスと講師 
1) 乱流、（実験室プラズマの散逸課程、太陽粒状斑） 
横井 喜充（東京大学）、伊藤公孝（核融合研） 
 
2) リコネクション（実験室プラズマの磁気島、太陽フレアー） 
柴田一成（京大花山天文台）、小野靖（東大） 
 
3) 波と粒子との相互作用、（プラズマショック、粒子加速、アルフベン波、高エネルギー
密度プラズマ） 
星野真弘（東大）、坂和洋一（阪大）  
 
4) ダイナモ（実験室プラズマ中の乱流による磁場発生、太陽の磁場発生） 
C.Forest(ウイスコンシン大), F.Cattaneo（シカゴ大）  
 
5) 運動量輸送（実験室プラズマの自発回転、太陽や降着円盤の差動回転） 
居田克巳(核融合研)、政田洋平（神戸大） 
 
6) 高ベータプラズマの物理（球状トーラスや太陽コロナの自己組織化や磁束増倍） 
草野完也（名大）、HWANG, Yong-Seok（ソウル大学） 
 
詳しくはhttp://easw3.nifs.ac.jp/をご覧ください 

http://easw3.nifs.ac.jp/%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84
http://easw3.nifs.ac.jp/%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84


是非アブストラクト投稿を！  
 〆切は４月１０日です 
 
             アジア太平洋物理会議（APPC12） 
              www.jps.or.jp/APPC12/index.html 
   7月14-19日 幕張メッセ国際会議場（千葉） 
   参加登録も開始  



APPC12  アジア、オセアニアの物理を一堂に 
 
         
 - 日本物理学会、応用物理学会共催 
 
AAPPS（アジア太平洋物理学連合）の国際会議 ほぼ３年に一回開催 12 回目 
7月14-19日 幕張メッセ国際会議場（千葉）    
 14日 Welcome Drink 
 15-19日 本会議 
   午前：プレナリーセッション 
   午後：パラレルセッション（専門分科会） 
 Proceedings を JPSJ よりオンライン出版（含ポスター発表） 
 

ASEPS (Asia Europe Physics Summit)   ー ヨーロッパとアジアの協力へ ー  
 16日午前 招待講演、16,17日午後 ラウンドテーブルディスカッション（APPCと並行開催） 

 
市民公開講座 「宇宙の果てから、医療の実現まで ～自然界の理を説明する、物理学の世界～」 
 14日午後 ３講演 
 
アブストラクト投稿：4月10日まで 
http://www.jps.or.jp/APPC12/abstractsubmission.html 
参加登録 
http://www.jps.or.jp/APPC12/registration.html 
           ※ 参加者規模 700 名を設定。国内参加者の大きな寄与を期待。 





PLASMA CONFERENCE 2014 
2014.11.18 – 21 

新潟市 朱鷺メッセ 
（新潟コンベンションセンター）   

主催：プラズマ科学連合 
（日本物理学会（領域２） 、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） 

• １０００人規模のプラズマ研究者が集うアジア地区最大のプラズマコンファレンス 
• ３学会だけでなく、１５の関連学会との共催 
• 基礎から応用、ナノプラズマから宇宙・天体プラズマまでも含む幅広い議論の場 
• 学会間連携プログラム、シンポジウムも計画中（プログラム等検討委員会） 

 

幅広い分野からの参加をお願いいたします。 
会議の詳細や発表・参加申し込みなどをWEBページにて近日公開します。 

 





議題 

2. 公募のお知らせ 

1. 名古屋大学大学院理学研究科素粒子宇宙物理
学専攻 教員公募 （名大・犬塚） 



名古屋大学大学院理学研究科 
素粒子宇宙物理学専攻教員公募 

 名古屋大学院・理学研究科・素粒子宇宙物理学専攻では，
以下のように広い意味のプラズマ物理学の教授または准教
授を公募いたします．奮ってご応募いただきますようお願い
いたします． 

 

                  名古屋大学・物理・犬塚修一郎 

 

                          平成２５年２月６日 

 

  名古屋大学大学院理学研究科 素粒子宇宙物理学専攻 
教員公募 

 

１． 職名・人数：       教授又は准教授 １名 

２．  所属部門：     素粒子宇宙物理学専攻 

３． 分野：        プラズマ物理学およびその周辺領域 

   （熱核融合プラズマの基礎物理、太陽プラズマ、 

   地球磁気圏の物理、宇宙線加速機構、ビーム物理、 

   高強度場の物理など）。理論•実験を問わない。 

４． 着任時期：   できるだけ早い時期 

５． 任期：          なし 

６． 提出書類： 

   (a)  履歴書 

   (b)  研究業績リスト（原著、総説、学会発表別） 

 

   (c)  主要論文別刷り５編以内（コピー可）各１部 

   (d)  これまでの研究内容 

   (e)  研究計画 

   (f)  希望する職種（教授又は准教授） 

   (g)  推薦書又は意見書２通 

７． 締め切り：  ２０１３年４月２６日（金曜日）必着 

８． 提出書類の送付先： 

      〒４６４－８６０２  名古屋市千種区不老町 

      名古屋大学大学院理学研究科 物理学教室主任 

      神山 勉 

９． 問合せ先 

      同物理学教室 久野 純治 

      電話： ０５２−７８９−２８７５ 

      Ｅメール： hisano@eken.phys.nagoya-u.ac.jp 

10． その他： 

   物理学教室の選考基準については 

   http://www.phys.nagoya-u.ac.jp/scholar/pub.html 

   を参照して下さい。 

 

 封筒に「素粒子宇宙物理学専攻教員応募書類在中」と朱
書し、書留で郵送のこと。 

 応募書類は返却しません。 



議題 

3. 共同研究の報告 

1. 電気対流乱流実験 （NIFS・永岡） 

2. プラズマ中の波動粒子相互作用とその直接計
測 （東北大・加藤） 

3. プラズマ不安定によるエネルギー交換・輸送の
直接計測 （東北大・加藤） 



回転＋乱流場の流れ構造形成

• 大規模流れ場形成－差動回転－
• ダイナモ磁場とその振る舞い
• ・・・

• 流れ場生成と輸送への影響
• 自発回転の生成機構
• ・・・

経緯；
2010年5月 3学会合同プラズマ宇宙物理シンポジウム（物理学会、天文学会、地球電磁気惑星圏学会）

天体観測グループ（天文台）とトーラスプラズマ実験グループ（核融合研）の連携の提案
2010年8月 第1回会合「実験室プラズマと太陽プラズマ研究のシナジー効果を目指して」
2011年4月 第2回会合「乱流駆動の角運動量輸送」

トーラスプラズマ 太陽

電気対流乱流実験 永岡賢一（核融合研）

インフォーマルミーティング プラズマ宇宙物理合同セッション 2013/03/28 日本物理学会年会 広島大学



経緯；
2010年5月 幕張

3学会合同プラズマ宇宙物理合同セッション
天体観測グループ（天文台）とトーラスプラズマ
実験グループ（核融合研）の連携の提案

2010年8月 核融合研
第1回機構連携会合「実験室プラズマと
太陽プラズマ研究のシナジー効果を目指して」

2011年4月 核融合研
第2回機構連携会合「乱流駆動の角運動量輸送」

2013年3月 日本物理学会 ３学会合同セッション
『乱流が引き起こす角運動量輸送
－実験室プラズマから宇宙プラズマまで－』

電気対流乱流を用いた
太陽対流層模擬実験の提案

H23科研費：挑戦的萌芽（天文）採択

自然科学研究機構 分野間連携プロ
ジェクト採択

電気対流乱流実験の開始

連携研究者：
吉村信次 核融合科学研究所
三浦英昭 核融合科学研究所
常田佐久 国立天文台
久保雅仁 国立天文台
石川遼子 国立天文台
横井喜充 東京大学・生産技術研究所
政田洋平 神戸大学・システム情報学研究所
甲斐昌一 九州大学・工学研究院
日高芳樹 九州大学・工学研究院
寺坂健一郎 九州大学・総合理工学研究院

電気対流乱流実験 永岡賢一（核融合研）



第1回機構連携学術会合
テーマ：～実験室プラズマと太陽プラズマ研究のシナジー効果を目指して ～
日時 ２０１０年８月１９日（木） １３：００ ‐
開催場所 核融合科学研究所 セミナー室701
世話人/問い合わせ先：居田克巳（核融合研）、常田佐久（国立天文台）

太陽では差動回転や子午面還流の機構が謎で、多くの研究者が関心を持つ話題にな
りつつあります。一方、磁場閉じ込め実験室プラズマでは、自発的トロイダル回転が話

題となっている。実験室プラズマズマと太陽と何が同じで何が異なるのか、同じ物理は
あるのか？核融合科学研究所と国立天文台との学術連携の手始めとして、共通の話
題となりえる「回転」をテーマに「共通の物理」を議論する。

プログラム
はじめに 常田佐久（国立天文台）

太陽の差動回転、子午面還流、磁場の観測的性質とその物理的理解の現状
政田洋平（神戸大学）

高温トロイダルプラズマで生じる回転
居田克巳（核融合研）

（1,2を受けた）太陽と実験室プラズマの比較論
横井喜充（東大生産研）
総合討論 http://www.nifs.ac.jp/crp/nins_renkei/ws/3‐2.html

電気対流乱流実験 永岡賢一（核融合研）



第2回機構連携学術会合
テーマ「乱流駆動の角運動量輸送」
日時：2011年4月26日（火曜日）13時～18時
場所：核融合科学研究所 研究棟402号室
世話人/問い合わせ先：居田克巳（核融合研）、常田佐久（国立天文台）

太陽では差動回転や子午面還流の機構が謎で、多くの研究者が関心を持つ話題に
なりつつあります。一方、磁場閉じ込め実験室プラズマでは、自発的トロイダル回転
が話題となっています。実験室プラズマと太陽と何が同じで何が異なるのか、同じ物
理はあるのか？核融合科学研究所と国立天文台との学術連携も意識しつつ、共通
の話題となりえる「回転」をテーマに共通の物理を議論します。

プログラム
1. はじめに：居田克巳（核融合研）
2. 太陽の対流・差動回転・子午面環流、そしてダイナモ：堀田英之（東京大学）
3. 日震学の基礎知識：久保雅仁（国立天文台）
4. 核融合プラズマのMHD Spectroscopy：東井和夫（核融合研）
5. 太陽と実験室プラズマのパラメーター比較：政田洋平（神戸大学）
6. 太陽の差動回転を実験室で作れるか？：永岡賢一（核融合研）
7. レイノルズ応力と流れの計測 稲垣滋（九州大学）／伊藤公孝（核融合研）
8. 太陽乱流の観測的特徴～太陽表面磁場の側面から～：石川遼子 （国立天文台）
9. 太陽の差動回転とプラズマの自発的回転はどこまで類似性があるか？：政田洋

平（神戸大学）/横井喜充（東京大学生産技術研究所）ほか参加者

http://www.nifs.ac.jp/crp/nins_renkei/ws/3‐2.html

電気対流乱流実験 永岡賢一（核融合研）



太陽対流層の構造
差動回転と円錐型分布

特殊な条件でのみシミュレーションによる再現

遅い軸方向速度場
シミュレーションで再現できていない

コリオリ場による輸送
差動回転を説明

ダイナモ（磁場生成）
速度場の理解が必要

電気対流乱流実験 永岡賢一（核融合研）

政田講演より



新しいアプローチ

液体金属実験

self‐excitation B
液体金属

＋
プロペラ

Rm~10

不満：
流れ場の計測

水の実験

コリオリ場の
流れ場構造形成

遠心力
＋

温度勾配

不満：

３次元重力場
との共通性

大規模流れ場の構造形成

大規模磁場構造の生成

強い乱流場＋回転

球対称重力場を実験室で作りたい！

新しい試みとして、電気対流で、
球対称重力場＋温度勾配を模擬する！

太陽へのアプローチ

電気対流乱流実験 永岡賢一（核融合研）



電気対流現象

熱対流 電気対流（EHC）

• 等方流体

• 温度勾配＋重力場
• 非等方流体（液晶）

• 電場

電気対流と熱対流の共通性
• 対流パターンの形成
• 勾配を大きくすると乱流へ遷移する

電気対流の長所
• 外部制御性が高い（電場制御）
• 無次元量の連続スキャン
• 流れ構造の可視化

電圧(V)

周波数(fV)

回転角速度()

Reynolds数(Re=(V/Vc)2)

Prandtl数(Pr=fc/f)

Rossby数(Rb=v/ωL)

無次元パラメータ制御パラメータ

電気対流の制御性

重力場

電気対流乱流実験 永岡賢一（核融合研）



電気対流の乱流状態（静止系）

動画１：V/Vc=0⇒V/Vc~7 動画２：粒子追跡

レイノルズ数のスキャン 流速の可視化

電気対流乱流実験 永岡賢一（核融合研）



VAC


ビデオ
カメラ

内側電極

外側電極

Ｇｏａｌ：太陽対流層の模擬実験

• 球対称対流場とコリオリ場で
の乱流生成実験

• 粒子追跡による速渡場計測。
• 高い乱流制御性
• 無次元パラメータの依存性

電気流体を用いた回転球殻乱流

本実験のターゲット
• 差動回転の生成
• 子午面還流の観測
• 帯状流の生成

（木星、核融合プラズマ）

乱流中の構造形成に対して、回転の影響を理解したい。

ムービー

電気対流乱流実験 永岡賢一（核融合研）



現状と今後の方針

○今後の方針：回転系の実験を開始する。
－乱流スペクトルへの回転の影響を調べる。
－回転球殻乱流実験

ご興味をお持ちの方は、ご連絡ください。
電気対流乱流実験

永岡賢一 核融合研 nagaoka@nifs.ac.jp

○現状：静止系での乱流実験
－乱流スペクトル解析
－乱流輸送の評価（粒子追跡実験）

ハースト指数~0.5 （ランダム拡散過程）
Deff~Re0.85

プラズマ宇宙物理に関する3学会合同セッションが
トリガーした共同研究が進展

電気対流乱流実験 永岡賢一（核融合研）



プラズマ波動−粒子相互作用とその直接計測

加藤雄人（東北大学）・永岡賢一（核融合科学研究所）・三好由純（名古屋大学）

小嶋浩嗣（京都大学）・平原聖文・下山学（名古屋大学）

「プラズマ宇宙物理」合同セッション
インフォーマルミーティング

2013年3月27日



プラズマ波動−粒子相互作用とその直接計測：
合同セッションを契機とした共同研究

•2006年5月＠幕張　３学会合同セッションで永岡・加藤

•2010年5月＠幕張　３学会合同セッションで三好・永岡

•2011年度：波動粒子相互作用の直接計測装置（Wave-

Particle Interaction Analyzer）開発プロジェクト開始

科研費・基盤S研究（2011～2015年度）
「波動粒子相互作用直接観測システムの開発による
　相対論的電子加速機構の研究」
　代表：小野（東北大）
　分担：小嶋（京都大）・三好（名古屋大）



Wave-Particle Interaction Analyzerとは？
— 波動粒子相互作用の直接計測装置 —

2015打上予定
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宇宙科学研究所・スペースプラズマ
チェンバーでの実証実験

「波動電磁場ベクトル」と「個々の粒子の
速度ベクトル」との内積演算により実現



「プラズマ波動−粒子相互作用とその直接計測」をキーワード
にした、宇宙プラズマ・実験室プラズマの共同研究

•2011年11月＠NIFS　第１回 宇宙（磁気圏）と実験室プラ
ズマの波動・粒子相互作用検討会

•2012年2月＠NIFS　第２回 宇宙（磁気圏）と実験室プラズ
マの波動・粒子相互作用検討会

•2012年12月＠名大　プラズマ波動-粒子相互作用の直接計
測に関する検討会

•2013年度も開催予定

研究集会
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http://stpp.gp.tohoku.ac.jp/s-wpia/

研究会資料はWebに掲載

http://stpp.gp.tohoku.ac.jp/s-wpia/
http://stpp.gp.tohoku.ac.jp/s-wpia/


プラズマ不安定による
エネルギー交換・輸送の直接計測

加藤雄人（東北大学）・金子俊郎（東北大学）・平原聖文（名古屋大学）

小嶋浩嗣（京都大学）・下山学（名古屋大学）

「プラズマ宇宙物理」合同セッション
インフォーマルミーティング

2013年3月27日



波動粒子相互作用の直接計測装置
Wave-Particle Interaction Analyzer

2015打上予定
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宇宙科学研究所・スペースプラズマ
チェンバーでの実証実験

「波動電磁場ベクトル」と「個々の粒子の
速度ベクトル」との内積演算により実現



WPIAによる計測量：E・vとE・J

電流と電磁場ベクトルとの内積

個々の粒子の速度ベクトルと電磁場ベクトルとの内積
dK

dt
= m0v · d(�v)

dt
= qE · v = W

Wint =
NX

i

Wi

U =
"0
2
E2 +

1

2µ0
B2 +

1

2
Ncmeu

2
c

r · S =
@U

@t
+ JR ·E

微視的なプラズマ不安定性での
エネルギー交換の計測

巨視的なプラズマ不安定性での
エネルギー交換・輸送の計測？



室内プラズマ実験によるWPIAの実証

Q-machineでのプラズマ実験へのWPIAの適用

電子温度勾配、速度シアに起因するプラズマ不安定

ISASスペースチェンバー実験によるWPIA計測の実証

電子ビームによる静電波の励起と波動・粒子の計測

dK

dt
= m0v · d(�v)

dt
= qE · v = W

r · S =
@U

@t
+ JR ·E



���mesh/inch ���mesh/inch 

QT Upgrade Machine 

PHP=  3 KW   
PAr= 1×10-4 Torr    

室内プラズマ実験での
WPIA計測（E・J）



ドリフト波モード 2 

低周波揺動 (~6 kHz) 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

-4

-3

-2

-1

0

1

B 

cm34.λ

Mach probes have been used to 
determine the ion drift velocity profile 

𝐸 𝑡  
The plasma potential  
fluctuations  can be 
measured easily. 

~𝑽𝒊 𝒕  

Mach Probe 

WPIAの実験室プラズマへの応用：
不安定の成長・エネルギー輸送の直接計測

[courtesy of 金子・文]



http://stpp.gp.tohoku.ac.jp/s-wpia/

波動粒子相互作用の直接計測装置開発：
Wave-Particle Interaction Analyzer

http://stpp.gp.tohoku.ac.jp/s-wpia/
http://stpp.gp.tohoku.ac.jp/s-wpia/


議題 

4. 総合討論 

1. アンケート結果報告 （広島大・三好） 

2. 自由討論 



アンケート結果報告 

• 41名の方から回答いただきました。ありがとう
ございました。 

 

• 回答者の内訳 

 非学生 31名 学生 10名 

 物理 20名 SGEPSS 13名 天文 8名 

  （3学会全てに所属 3名） 



アンケート結果報告 

• これまでの3学会合同セッションの参加状況
をご選択ください。 

第1回目か

ら毎回参加

している, 11 

今回も含め

複数回参加

している, 22 

今回が初め

ての参加で

ある, 6 

合同セッ

ションで発

表したこと

がない, 2 



アンケート結果報告 

• 今後の3学会合同セッションの参加希望をご
選択ください。 

ぜひ参加し

たい, 21 
できれば参

加したい, 
12 

今回の合同

セッションに

参加し検討

する, 3 
わからな

い, 5 

参加しない，0 



アンケート結果報告 

• 3学会合同セッションに適当な発表形態つい
てご選択ください。 

全て口頭発

表（パラレ

ルセッショ

ンも可）, 6 

原則口頭発

表、ただしパ

ラレルになら

ないようポス

ター発表も併

用, 28 

原則ポスター

発表、ただし

招待講演や

チュートリア

ルなどは口

頭発表, 6 

その他, 1 

全てポスター発表，0 

その他： 
せっかく三学会を巡っているので、 

あえて統一はせずに、幹事学会 

のスタイルに合わせるのが良い 

と思います。 



アンケート結果報告 

• 3学会合同セッションの意義についてご選択く
ださい。（複数回答可） 

0 10 20 30 40

他学会の最新動向全体をチェックできる，33 

自分の研究に関連する他学会の最新情報をチェックできる，35 

共同研究の相手を探すことができる，23 

新しい研究テーマの種を探すことができる，30 

助成金公募など各種情報を仕入れることができる，1 

他学会の研究者と新たな人脈を築くことができる，30 

旧交を温めることができる，8 



アンケート結果報告 

• 今後、学会横断的な共同研究が可能と思わ
れるテーマがあればご記載ください。 

アルヴェン波などMHD波動の関連物理 

プラズマと流体の物理と数理 

物理：粒子加速。加熱。リコネクション。プラズマ
不安定性。波動。衝撃波。乱流。宇宙線。理論：
数値シミュレーション技法。観測・実験：計測・観
測技法。分光。太陽惑星系研究と系外惑星研
究。プラズマ、電磁流体、中性流体、多体問題(ダ
スト、リング)、乱流。 



アンケート結果報告 

• 今後、学会横断的な共同研究が可能と思わ
れるテーマがあればご記載ください。 

漠然としたアイデアですが、・磁気圏衛星と室内
（核融合）実験での計測器開発・核融合プラズマ
における粒子加速 



アンケート結果報告 

• 次回の３学会合同セッションについてご意見、
ご要望をご記載ください。 

合同セッション名にあえて「宇宙」をつける必要は
ないのではないか。プラズマ物理全般において３
学会に共通する内容がある。 

海外研究者も参加しやすい英語セッションを作っ
てはどうか 

発表内容が最新の’少しの進展’に偏るすぎたも
のが多く、日頃の検討相手以外の他分野の参加
者と必ずも深い議論になっていないように感じる。 



アンケート結果報告 

• 次回の３学会合同セッションについてご意見、
ご要望をご記載ください。 
学会会場ではあまり見ないが、「他学会の研究者と新たな
人脈を築」きやすい環境をつくるため、口頭発表の間の休
憩時間、開始前、終了後等に小さな立ち話コーナー(コー
ヒー、お菓子、ポスター、パンフレット・ちらし(興味をひくも
ので話のネタ)、もしくは別の物)があると嬉しい。隣どうし
に座っても、こう着して黙っている、もしくは仲良しグルー
プでかたまっているのでは、せっかくの合同セッションなの
にもったいない。殺伐とした雰囲気よりもは、和気あいあ
いとした雰囲気の方が、合同セッションの開催趣旨にあっ
ているのではと思う(今までの合同セッションでも、世話人
の皆様のお気遣いである程度和んだ雰囲気でした)。「助
成金公募など各種情報を仕入れることができる」ような機
会は前回パブリックにはあったのでしょうか。 



アンケート結果報告 

• 次回の３学会合同セッションについてご意見、
ご要望をご記載ください。 
レビュー講演は、毎回行うことを基本にしては、いか
がでしょうか？その際、ホスト学会の色合いがある程
度あってもいいと思います。３年で1周すべてに参加
すると、一通りの勉強ができることが大きいです。私
の個人的な意見ですが、たとえパラレルになってもす
べてをオーラルセッションにしてもいいと思います。ポ
スターセッションにした方が、安きに流れて、「思いも
よらなかった」というような新しい情報入手が少ないと
思います。少なくとも、今後の物理学会では、ポス
ターにするのではなく、オーラル発表にこだわっても
いいと思います。 



自由討論 

 



合同セッション講演数 

 

 

 

 

 

 

 

• 今回は全講演口頭発表のシングルセッション 
合同セッションから移動した講演あり 

通常のタイムテーブルから結構逸脱 
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ポスター 

口頭 



自由討論 

• 前回3学会合同セッション（於天文学会）
以降、3学会合同チュートリアル講演者や
3学会合同元世話人など有志数名で自由
な意見交換をしてきた。 

• 自由討論に先立ち、このときの意見を幾
つか紹介したい。 



自由討論 

• 有志による自由な意見交換 （3学会のあり方） 
現状のペースで持ち回り開催を継続すること望ましい
と思います。隔年では、間が空きすぎるとおもいま
す。無理にならない範囲で継続性を持って活動するこ
とが望ましいと思います。主催も６年おきでは、ほとん
ど新規と同じ苦労が出てくると思います。 

個人的には、現在のスタイル（各学会を間借りして回
り持ち）がかなり気に入っております。この３月は、天
文学会年会（三学会合同）と物理学会年会が連続し
て開催されましたが、セッション構成の違い、参加者
の違いにより味付けが異なっており、それぞれに魅力
的であろうと思います。 



自由討論 

• 有志による自由な意見交換 （3学会のあり方） 

私も基本的に今のスタイルがよいと思います。比
較的少ない労力で実を上げられていると感じて
います。ただし、この労力というのは主に幹事団
の負うてきたものなので、一般の参加者や合同
セッション外部の方々には実感のないところで
しょう。先日、天文学会での合同セッションのとき
にも出ましたが、今のスタイルを続けるにあたっ
て、そういう方々にも納得していただけるロジック
を用意しておくことは必要かと思います。 



自由討論 

• 有志による自由な意見交換 （3学会のあり方） 

各合同セッションのたびに幹事団が形成されて
おりますが、恒常的な運営組織があることにして
もよいかと思います（前回のJPGUの後にもそうい
う話があったかと思います）。 



自由討論 

• 有志による自由な意見交換 （各学会の特色） 

主催する学会を中心にシンポジウムなどを企画
することでホスト学会の特色をだす。また、積極
的に関連する発表を集められる。その分野の交
流が促されるメリットがあると思います。ただし、
特定のテーマを選択することになるので、スペク
トルの広さにはかける結果になる可能性があり
ます。 

学会はお世話側が一部のテーマに肩入れせず
に、自主的な交流の場を提供するのみ徹する。 



自由討論 

• 有志による自由な意見交換 （各学会の特色） 

過去６回の合同セッションをみますと、それなり
に学会色が現れていた気がしますが、３順目に
入ったこともあり、シンポジウムなどでさらなる展
開を促すことも有意義だと思います。主催学会
が、というよりも、この幹事団で案を練ってシンポ
ジウムや招待講演の提案に持っていけるとよい
かと思います。 



自由討論 

• 有志による自由な意見交換 （3学会の成果） 
これまでの合同セッションでもいろいろな新しい
交流の芽が出ており、その後の展開につながっ
て活動しているグループが存在しています。３学
会合同セッションの目的を、そのような連携活動
をトリガーする場を提供することと捕らえて、「継
続は力なり。」の運営を目指す。 

これまでの合同セッションの成果を洗い出してお
くのはよいと思います。何かの折に簡単なアン
ケート調査を行うなどして（ちょっと手間はかかり
ますが）。その際、合同セッションがそれぞれの
学会の裾野を広げることにも一役買っていること
が示せるとよいと思います。 



自由討論 

• 有志による自由な意見交換 （その他） 

実際、各学会の枠組みに乗っかることで、そ
れほどの手間をかけずに１００人規模の会議
を開催できていることは事実だと思います。 

現状のようなスタイルを暫定的なものとして
捉えるのではなく、むしろ「それぞれに本拠地
を持ちながら、年に一回のインタラクションを
継続すること」自体が高い価値を有している
と、前向きに主張してもよいかもしれません。 

 



自由討論 

• アンケート調査の結果は3学会合同セッション
の開催に対しポジティブな意見が多かった。 

• 有志の意見交換会でも同様である。 

• 本日の自由討論の空気はいかがでしょう？ 

 

• 3学会合同を少なくとも今回第7回から第12回
までの2順（6年）を各学会が持ち回りするよう
各方面調整を進めることではどうでしょう？ 



（参考） 自由討論のメモ 

全てのご意見を記録したものではありません。          
できるだけ自由討論での雰囲気を伝えるよう努力しましたが、 
メモ作成者の主観を完全に排除できている保証はありません。
これらの点、あしからずご了承ください。 



講演スタイルに関するご意見 

• 口頭発表を基本としては如何か。3学会合同
では異分野の研究動向を広く見聞するという
意義があるため、強制的に様々な講演を聞か
されるという状況をつくることは大事だ。 

• ポスター発表をメインとしてはどうか。講演内
容を理解するには時間が全く足りない。ポス
ター発表は運営次第で非常に効果的である。 

• 各学会運営の事情によるところがあるので、
各学会の特色を出し様々なスタイルがあって
よいのではないか。 



参加者獲得に関するご意見 

• 講演の資料は原則英語で作成するように呼
びかけてはどうか。今回の合同セッションでも、
外国人参加者が多くの講演を全く理解できな
い状況であった。潜在的な外国人参加者は
もっといる。 

• 参加者が漸減傾向にあるので対策が必要で
はないか。 



参加者獲得に関するご意見 

• 今回は特別な呼びかけをしておらず、これま
での参加者数と直接比較はできないが、少な
くない参加者である。合同セッションが定着し
てきた証拠。しかし、何回かに一回は積極的
に広報し参加者数を拡大させるべきである。 

• 積極的に新しい人を勧誘することによって、参
加者数の増加を実現するだけでなく、これま
で異分野とみなしてきた研究との接点を探る
べきである。 



3学会連携に関するご意見 

• 合同セッションだけの協力でなく、もう少し踏
み込んだ連携があってもよいのではないか。 

• メインで活動する学会以外の学会にも入会し
（年会費はかかるが）、各学会の学生賞や若
手賞、論文賞などを積極的に応募するよう、
勧誘してはどうか。 

• 国外の招待講演や学術賞等の推薦について
も相互に協力できるのではないか。 


