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ཀྵָߊௗɼཀྵָՌௗ  ߨ ਇ࢚
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ྼ࢛Νටմ͚ͳɼ نͶͺݻఱྙָɼ نͶͺ೦ྙָɼ౹ָྙܯɼుָࣕـɼླྀ
ରྙָɼͨ͢ͱ  ॵنಆͶͺ૮ଲཀྵͳྖࢢྙָཱི֮͗͢Ήͪ͢ɽ͞ΗΔͺਕͪͬ
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Ͳͤɽࢊໍַۂͺཀྵָఴൊ͘ͶޢΗΉͦΞɽ
 نͶͺ࣯ΕཱིͬΝ୵Ζ֫ࢢݬཀྵָΏોཽࢢཀྵָ͗ఴ͢ɼ࣯ߑགྷ
ો͗ࢢݬɼ֫ࢢݬɼોཽࢢͳॳ࣏Δ͖Ͷ͵ΕΉͪ͢ɽࣕΏుఽـΓ͑Ͷɼॄ͗ࢢݬ
ΉΖ͞ͳͲݳΗΖ࣯ΝͤڂݜΖཀྵָਫ਼ΉΗΉͪ͢ɽ͞ΗΔͺൔରΏࣕـυώ
ηɼϪʖδʖٗढ़ͳޭ௪৶ɼଢཇޭుΏடుஓɼҫྏ༽ 05,ɼྙࢢݬཤ༽͵ʹɼݳେऀ
ճΝࢩ͓Ζ༹ʓ͵ࢊٗۂढ़Ͷͯ͵͗ΕΉͪ͢ɽ
 ن͖ΔࠕنͶ͖͜ͱ͠Η༹ͪʓ͵ࣰݩʀ؏ૹͺɼཀྵָͶͪ͵ఴ
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ͱωϣʖφϨόళชָປ͗͘Ήͪ͢ɽΠϱεϣνϱ࠹ޛॕୌͳݶΚΗͪ॑ྙ
ഀݗड़͠ΗΉͪ͢ɽ࠹ܯͳཀྵմੵ͖Δɼ࣏ݫΏφϛϫζʖͲ࣯࣯
͗݀ఈదͶรΚΖ͞ͳ͗Δ͖Ͷ͵ΕΉͪ͢ɽඉฑߩཀྵɼਫ਼ཀྵɼྖࢢๅɼ$, ཤ
༽͵ʹ͚͘ఴ͢ͱ͏Ήͤɽཀྵָͺࠕޛࢴͪͬࣙષ؏ΝΓΕ͖Ͷ͢ɼາཔऀճ
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ʹ  ಼ָૌ৭ɼ͠ΔͶͺ෨͍ͲؖؽΖ߶ΦϋϩάʖՅଐߑؽڂݜحʤ.(.ʥɼཀྵԿָ
ॶڂݜɼӋநՌָߑؽڂݜگҽΌͱɼߪࢥҐگҽ਼͗  ໌Ν͓ΖɼֆͲ
࠹وໝཀྵָگүʀͤͲ఼ڎڂݜɽັڷΝ࣍ͱΖڂݜ͗ɼͨͲͮ͘ͳͯݡ
͖ΖͺͥͲͤɽࣙષֆΕཱིͬΏૌΊΝཀྵմͪ͢͏ͳ͏͑ৼٽ୵ͳৼدͶ͍Ηͪ
๏ɼಸΕ͵͏ͳौೊ͵ͲࣙષՌָ͢͏ஏฑΝΕ୕ͪ͘͏๏ɼ͍Ζ͏ͺऀճ
՟ୌմ݀ͶཀྵָΝༀཱིͱͪ͏๏Νɼࢴͪͬͺৼ͖Δܶ͢ΉͤɽཀྵָՌͶָͤΗͻɼ
ͨ͢ͱཀྵ͗Κ͖Ηͻɼֆͺҩͮͱ͓ݡΖ͖͢ΗΉͦΞɽ
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䠄䠍䠅ୡ⏺᭱㧗䜶䝛䝹䜼䞊䞉㻸㻴㻯ຍ㏿ჾ䜢⏝䛔䛯䜰䝖䝷䝇ᐇ㦂䛻䛚䛔䛶䚸ᶆ‽⌮ㄽ䜢㉸䛘䛯᪂䛧䛔⣲⢏
Ꮚ≀⌮Ꮫ䜢ษ䜚ᣅ䛟◊✲䠖≀㉁䛾㉁㔞䛾㉳※䜢ᢸ䛖䝠䝑䜾䝇⢏Ꮚ䛾Ⓨぢ䜔䚸㉸ᑐ⛠ᛶ⢏Ꮚ䛾Ⓨぢ䛻ྥ
䛡䛯◊✲䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹㻭㼀㻸㻭㻿䜾䝹䞊䝥䛾㉸ᑐ⛠ᛶ◊✲䛾㈐௵⪅㻌䠄䠎䠅䝫䝆䝖䝻䝙䜴䝮䛺䛹䜢⏝䛔䛯
㠀ຍ㏿ჾ䚸ᑠᐇ㦂䜢㏻䛧䛶䚸㻽㻱㻰䛾⢭ᐦ᳨ド䜔㻭㼤㼕㼛㼚䜔㻰㼍㼞㼗㻌㻱㼚㼑㼓㼥䛺䛹᪂䛧䛔⣲⢏Ꮚ⌧㇟䛾᥈⣴䜢
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Ᏹᐂ䜢ぢ䜛᪂䛧䛔┠䛸䛧䛶㔜ຊἼኳᩥᏛ䛾Ⓨᒎ䜢┠ᣦ䛩䚹ᒱ㜧┴䞉⚄ᒸ䛾ᆅୗ䝃䜲䝖䛷ᘓタ䛜㐍䜑䜙
䜜䛶䛔䜛ᆺప 㔜ຊἼᮃ㐲㙾㻌㻷㻭㻳㻾㻭㻔䛛䛠䜙㻕䛾ᘓタ䚸䛚䜘䜃䚸ᑗ᮶䛾Ᏹᐂ㔜ຊἼᮃ㐲㙾
㻰㻱㻯㻵㻳㻻䛾䛯䜑䛾ᇶ♏㛤Ⓨ◊✲䜢᥎㐍䛩䜛䚹䜎䛯䚸䛭䜜䜙䛻⏝䛔䜙䜜䜛᭱ඛ➃䛾䝺䞊䝄䞊ᖸ΅ィᢏ
⾡䜢⏝䛧䛯䚸┦ᑐㄽ᳨ドᐇ㦂䜔㔞ᏊගᏛⓗᡭἲ䜢⏝䛔䛯⢭ᐦィ ◊✲䜒⾜䛖䚹

ୖ⏣ṇோ

෭༷ཎᏊẼయ䚸ሗ ෭༷ཎᏊẼయ䛾⌮ㄽ䚸㠀ᖹ⾮㛤ᨺ⣔䛾≀⌮䚸ሗ⇕ຊᏛ䚸 ᐃ⌮ㄽ䚸≀ᛶ
⇕ຊᏛ䚸≀ᛶ⌮ㄽ䚸 ⌮ㄽ䚸≀⌮Ꮫ䛸ேᕤ▱⬟䛾⼥ྜ
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䝥䝷䝈䝬≀⌮䚹䝥䝷䝈䝬䛿䚸⮬⏤ᗘ䚸㠀⥺ᙧ䚸㠀ᖹ⾮䛷≉ᚩ䛵䛡䜙䜜䜛䚹䛣䜜䜙䛛䜙⏕䛨䜛≀⌮䜢᫂
䜙䛛䛻䛩䜛䛯䜑䛻䚸䝥䝷䝈䝬䛷ほ 䛥䜜䜛ᦂ䜙䛞䛻↔Ⅼ䜢ᙜ䛶䛯◊✲䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹ᙜ◊✲ᐊ䛿㎷
┤ேㅮᖌ䛸䛸䜒䛻㼀㻿㼀㻙㻞⌫≧䝖䜹䝬䜽⨨䠄ᮾ䠅䜢⏝䛔䛶ᐇ㦂䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹䛥䜙䛻䚸㻸㻴㻰⨨䠄᰾⼥
ྜ◊䠅䚸㻽㼁㻱㻿㼀⨨䠄䠅䛸䛾ඹྠ◊✲䜒⾜䛳䛶䛔䜛䚹
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ᙜ◊✲ᐊ䛷䛿䚸㉸ゎീ㢧ᚤ㙾䛺䛹᭱ඛ➃䛾䜲䝯䞊䝆䞁䜾ᢏ⾡䜢㛤Ⓨ䛧䚸䛣䜜䜢⏝䛔䛶⣽⬊ෆ䛷Ⴀ䜎
䜜䜛⏕⌧㇟䛾ᐃ㔞ⓗ䛺ィ 䜢⾜䛳䛶䛔䜎䛩䚹䛯䛸䛘䜀䚸⚄⤒⣽⬊ෆ䛾≀㉁㍺㏦䛾ศᏊᶵᵓ䛾◊
✲䜢㏻䛨䛶䚸⣽⬊ෆ䛾䝍䞁䝟䜽㉁ศᏊ㔜ྜయ䛷䛒䜛ᚤᑠ⟶䛜ᵓ㐀┦㌿⛣䛻䜘䜚㍺㏦䜢ไᚚ䛧䛶䛔䜛䛣
䛸䜢♧䛧䛶䛝䜎䛧䛯䚹䜎䛯᭱㏆䛷䛿䚸㠀ᖹ⾮⤫ィຊᏛ䛾ᦂ䜙䛞䛾ᐃ⌮䜢ᛂ⏝䛩䜛䛣䛸䛷䚸⣽⬊ෆ䛷䛾
ຊᏛィ 䛜㐍䜣䛷䛔䜎䛩䚹䛣䛾䜘䛖䛺≀⌮Ꮫⓗ䛺䜰䝥䝻䞊䝏䜢㏻䛨䛶䚸⏕䛸䛿ఱ䛛䛸䛔䛖ၥ䛔䛻㏕䜚
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ᗘ㡿ᇦ䛻䛚䛔䛶䚸༙ᑟయḟඖ㟁Ꮚ⣔䜔㔠ᒓ༢ཎᏊᒙ⭷䜢ᑐ㇟䛻䚸㔞Ꮚ䝩䞊䝹ຠᯝ䜔㉸ఏᑟ䜢䛿
䛨䜑䛸䛩䜛㔞Ꮚ⌧㇟䛾ゎ᫂䜔᪂ወ⌧㇟䛾᥈⣴䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹≉䛻ᙉ☢ሙ୰䛾㟁Ẽఏᑟ≉ᛶ䜔㉮ᰝ䝖
䞁䝛䝹㢧ᚤ㙾䜢⏝䛔䛯㟁Ꮚ≧ែ䛾ほᐹ䛺䛹䛻⯆䜢䜒䛳䛶䛔䜛䚹
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≀ᛶ⌮ㄽ䠖จ⦰⣔䛸䛟䛻㔞Ꮚ⌧㇟䛜㢧ⴭ䛻⌧䜜䜛ከ㟁Ꮚ⣔䛾⌮ㄽ䚹ᙉ䛔┦㛵䛾䛒䜛㟁Ꮚ⣔䚸㧗 ㉸
ఏᑟ䛾⌮ㄽ䚸☢ᛶ䚸᭷ᶵఏᑟయ䛺䛹䛾పḟඖఏᑟయ䚸䝯䝋䝇䝁䝢䝑䜽⣔䚸㻌㌶㐨䞉䝇䝢䞁䞉㟁Ⲵ䛾」ྜ䛧
䛯≀㉁䚸ᚑ᮶䛸␗䛺䛳䛯᪂䛧䛔㉸ఏᑟ⌧㇟䛺䛹䚹ሙ䛾⌮ㄽⓗᡭἲ䚸ཝᐦゎ䚸䛟䜚䛣䜏⩌䚸ኚศἲ䚸ィ
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≀ᛶ⌮ㄽ䚸⤫ィຊᏛ 㼇≀ᛶ⌮ㄽ㼉㻌┦㛵䛾ᙉ䛔ከయ⣔䠄㟁Ꮚ⣔㻘㻌䝪䝌䞁⣔㻘㻌䝇䝢䞁⣔㻘㻌㻚㻚㻚䠅䛻䛚䛡䜛☢ᛶ䞉ᙉㄏ㟁ᛶ䞉㔞Ꮚ䝩䞊
䝹ຠᯝ䞉㉸ఏᑟ䛺䛹䛾≀ᛶ䛚䜘䜃᪂ወ⌧㇟䛾⌮ㄽⓗ◊✲䚹ᖹᆒሙ㏆ఝ䜔䝇䝢䞁Ἴ⌮ㄽ䛺䛹䛾ᚑ᮶
ⓗ䛺ᡭἲ䛻ຍ䛘䛶䚸ሙ䛾⌮ㄽ䜔ᩘ⌮≀⌮Ꮫⓗᡭἲ䚸ᩘ್ⓗᑐゅ䛺䛹䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䛶ከゅⓗ䛻䜰
䝥䝻䞊䝏䛩䜛䚹䚷㼇⤫ィຊᏛ㼉㻌ྂ䞉㔞Ꮚ⤫ィຊᏛ䛻䛚䛡䜛ྍゎᶍᆺ䛾௦ᩘᵓ㐀䛾◊✲䚸䛚䜘䜃䛭䛾
㔞Ꮚሗ䞉≀ᛶ䜈䛾ᛂ⏝䚹㠀⥺ᙧ⌧㇟䞉䝣䝷䜽䝍䝹䛺䛹䛾ᩘ⌮ᵓ㐀䛾ゎ᫂䚹
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㐢⏕≀Ꮫ䚸㠀⥺ᙧື 䜛䚸≉䛻䚸㒊ศ䠄䝭䜽䝻䠅䛛䜙䛺䜛య䠄䝬䜽䝻䠅䛜Ỵ䜎䜙䛺䛔䛸㻌㒊ศ䛾ᛶ㉁䛜Ỵ䜎䜙䛺䛔䛂」㞧⣔䛃䛾ど
ຊᏛ
Ⅼ䜢䜅䜎䛘䛶䚸」〇䚸㐺ᛂ䚸Ⓨ⏕䚸ศ䚸㐍䛺䛹䛾ᬑ㐢ἲ๎䜢᥈䜚ฟ䛩䚹୍᪉䛷䚸⮬⏤ᗘຊᏛ⣔
䛾୰䛻䚸⏕䜙䛧䛔ᛶ㉁䜔ㄆ▱㐣⛬䛾ᇶ┙䛜䛔䛛䛻䛧䛶ᐟ䜛䛛䛻䜒⯆䛜䛒䜛䚹
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⤫ィຊᏛ䚸ሗ⌮
ㄽ䚸ᶵᲔᏛ⩦

ሗ⛉Ꮫ䛾ၥ㢟䛾ከ䛟䛿ἑᒣ䛾ኚᩘ䛜」㞧䛻⤡䜏䛒䛳䛯᥎ᐃၥ㢟䜔㐃❧᪉⛬ᘧ䛷⾲⌧䛥䜜䜎䛩䚹
䛭䜜䜙䛿ἑᒣ䛾せ⣲䛜䛔䛻┦స⏝䛩䜛≀⌮⣔䛾ᛶ㉁䜢ㄪ䜉䜛ၥ㢟䛸䛭䛳䛟䜚䛺ᵓ㐀䜢䛧䛶䛔䜎
䛩䚹䛣䛖䛧䛯ほⅬ䛛䜙≀⌮Ꮫ䛾ᴫᛕ䜔ゎᯒἲ䛻䜒䛸䛵䛔䛶䚸ሗ㏻ಙ䚸⤌䜏ྜ䜟䛫ၥ㢟䚸ᶵᲔᏛ⩦䛺
䛹䛻⌧䜟䜜䜛䛥䜎䛦䜎䛺ၥ㢟䜢ศᯒ䛧䛯䜚䚸ຠ⋡ⓗ䛺ồゎ䜰䝹䝂䝸䝈䝮䜢㛤Ⓨ䛩䜛◊✲䜢⾜䛳䛶䛔䜎
䛩䚹

ᕝኴ㑻 ≀ᛶ≀⌮Ꮫ

ᅛయ୰䛾㟁Ꮚ䛜⧊䜚䛺䛩☢ᛶ䜔㉸ఏᑟ䛾᪂䛧䛔⛛ᗎᙧែ䛾Ⓨぢ䜢┠ᣦ䛧䛶䛔䜛䚹䜰䝥䝻䞊䝏䛸䛧䛶
᪂䛧䛔↓ᶵྜ≀⤖ᬗ䜢᥈䛧䛰䛩䚸᭱ඛ➃䛾」ྜᴟ㝈⎔ቃୗᐇ㦂ᡭἲ䛷≀ᛶ䜢ไᚚ䛧᪂㔞Ꮚ┦
䜢Ⓨ⌧䛥䛫䛶䛔䜛䚹ᚋ⪅䛷䛿䚸ᴟప 䞉㉸㧗ᅽ䞉ᙉ☢ሙୗ䛻䛚䛡䜛⢭ᐦ䛺ᐇ㦂䠄☢ሙ᪉ྥไᚚ䛾䝬䜽
䝻ཬ䜃᰾☢Ẽඹ㬆 ᐃ䠅䛻䜘䜚ᅛయ୰䛾☢ᛶᏳᐃⅬ䞉㔞Ꮚ⮫⏺Ⅼ㏆ഐ䛾≀ᛶ䜢㟁Ꮚ䝇䝢䞁䛾⛛ᗎ
ᵓ㐀䛸䜖䜙䛞䛾୧㠃䛛䜙᫂䜙䛛䛻䛧䛯ୖ䛷㛤ᣅ䛧䛶䛔䛟䚹

᪥ୗᬡே

Ᏹᐂ⫼ᬒᨺᑕ䛾ほ 䜢㏻䛨䛯Ᏹᐂ≀⌮Ꮫ䚹ึᮇᏱᐂ䛾᥈⣴䛻䜘䜚䚸䜲䞁䝣䝺䞊䝅䝵䞁Ᏹᐂㄽ䛾᳨ド䛸
㔜ຊሙ䛾㔞Ꮚ䜖䜙䛞䛾᳨ฟ䜢┠ᣦ䛩䚹Ᏹᐂ㐍䛾ほ 䛻䜘䜚䚸Ᏹᐂ䛾ᬯ㯮ᡂศ䠄ᬯ㯮䜶䝛䝹䜼䞊䚸
ᬯ㯮≀㉁䚸ᬯ㯮ᨺᑕ䚸䝙䝳䞊䝖䝸䝜䠅䛾ṇయ䜢᥈䜛䚹⨨㛤Ⓨ䜔䝕䞊䝍ゎᯒ䜢㥑䛧䛯ᐇ㦂≀⌮Ꮫⓗ
䜰䝥䝻䞊䝏䛷䚸Ᏹᐂ䛾⣲㢦䛻㏕䜛䚹

Ᏹᐂ≀⌮Ꮫᐇ㦂䞉ほ
ⓗᏱᐂㄽ

2

Ặྡ

ᑓᨷศ㔝

◊✲ෆᐜ

ᑠᯘ◊

≀ᛶ≀⌮Ꮫ

ᚤ⣽ຍᕤᢏ⾡䛻䜘䛳䛶༙ᑟయ䜔㔠ᒓ䚸㉸ఏᑟయ䜔ᙉ☢ᛶయ䛺䛹䜢ᩘ䝭䜽䝻䞁䛒䜛䛔䛿䛭䜜௨ୗ䛾䝃
䜲䝈䛾ᚤᑠ䛺⣲Ꮚ䛻䛩䜛䛸䚸䝞䝹䜽䛸䛿␗䛺䛳䛯ᛶ㉁䛜ฟ⌧䛩䜛䚹䛣䛾䜘䛖䛺ᚤᑠ⣔䛷Ⓨ⌧䛩䜛≀⌮
⌧㇟䜢ᢅ䛖ศ㔝䜢䝯䝌䝇䝁䝢䝑䜽≀⌮䛸䜆䚹䛣䛾ศ㔝䛾᭱䛾≉㛗䛿䚸㔞Ꮚ⌧㇟䜢┤᥋ほ 䛧ไᚚ
䛷䛝䜛Ⅼ䛻䛒䜛䚹⚾䛯䛱䛿䝯䝌䝇䝁䝢䝑䜽⣲Ꮚ䛻䛚䛡䜛ᵝ䚻䛺⌧㇟䚸୰䛷䜒䚸㔞Ꮚከయຠᯝ䜔㠀ᖹ⾮
⌧㇟䛻ὀ┠䛧䛶◊✲䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹≉䛻䚸㧗⢭ᗘ䛛䛴ᐃ㔞ⓗ䛻㔞Ꮚ㍺㏦㐣⛬䜢ほ 䞉ไᚚ䛧䚸䛣䜜䜎
䛷䛻ྍ⬟䛷䛒䛳䛯䜘䛖䛺ᐇ㦂䛻ᣮ䜐䛸ྠ䛻䚸᪂⌧㇟䛾Ⓨぢ䜢┠ᣦ䛧䛶䛔䜛䚹

㓇᫂ே

ᙉ┦㛵㔞Ꮚከయ⣔

㟁Ꮚ┦㛵䛾ᙉ䛔ከయ⣔䛻䛿ᮍ䛰ே㢮䛜ᡭ䛻䛧䛶䛔䛺䛔㔞Ꮚ≧ែ䜔⣲ບ㉳䛜ᩘከ䛟₯䜣䛷䛔䜛䚹䛭
䜜䜙䜢≀㉁ྜᡂ䛸ప ≀ᛶ ᐃ䜢㥑䛧䛶ᐇ㦂ⓗ䛻◊✲䛧䛶䛔䜛䚹䛣䜜䜎䛷⾜䛳䛶䛝䛯◊✲䛿䚸㻔㼕㻕㻌ᙉ
┦㛵㼒㟁Ꮚ⣔䛾ከᴟᏊ⛛ᗎ䛸㔜䛔㟁Ꮚ㉸ఏᑟ䚸㻔㼕㼕㻕䝣䝷䝇䝖䝺䞊䝖☢ᛶ㔠ᒓ䛾㔞Ꮚ⮫⏺⌧㇟䚸㻔㼕㼕㼕㻕䝽䜲䝹
༙㔠ᒓ䚸䝜䞊䝎䝹䝷䜲䞁༙㔠ᒓ䚸䝷䝑䝔䜱䞁䝆䝱䞊༙㔠ᒓ䛻䛚䛡䜛䝧䝸䞊┦ຠᯝ䠄␗ᖖ䝛䝹䞁䝇䝖ຠ
ᯝ䜔␗ᖖ䝩䞊䝹ఏᑟ⋡䠅➼䛷䛒䜛䚹

㓇ᗈᩥ

᭱ඛ➃䝺䞊䝄䞊ᢏ⾡ ᭱ඛ➃䝺䞊䝄䞊ᢏ⾡䜢㥑䛧䛯ཎᏊศᏊ≀⌮Ꮫᐇ㦂䚹㻔㻝㻕㧗ᙉᗘ䝺䞊䝄䞊㟁ሙ䜢⏝䛔䛯ẼయศᏊ䛾
䜢㥑䛧䛯ཎᏊศᏊ 㓄ิ䞉㓄ྥไᚚ䛸䛭䛾ᛂ⏝䚸㻔㻞㻕㠀ᦤືㄽⓗ㧗ḟ㠀⥺ᙧගᏛ㐣⛬䠄ከගᏊ䜲䜸䞁䜔㧗ḟ㧗ㄪἼⓎ
≀⌮Ꮫᐇ㦂
⏕䛺䛹䠅䛻௦⾲䛥䜜䜛㧗ᙉᗘ䝺䞊䝄䞊≀⌮䜔ཎᏊศᏊ୰䛾㉸㧗㏿⌧㇟䚸㻔㻟㻕㌾䠴⥺㡿ᇦ䛾༢୍䜰䝖⛊
䝟䝹䝇Ⓨ⏕䛸䛭䛾೫ගไᚚ䚸ཬ䜃ཎᏊศᏊ୰䛾㟁Ꮚ䛾㉸㧗㏿䝎䜲䝘䝭䜽䝇䛾ไᚚ䜈䛾ᛂ⏝䚸㻔㻠㻕䠴⥺
⮬⏤㟁Ꮚ䝺䞊䝄䞊ග䜢⏝䛔䛯ศᏊᵓ㐀䛸䛭䛾㉸㧗㏿䝎䜲䝘䝭䜽䝇䛾ほ 䚸㻔㻡㻕ᩚᙧ䛥䜜䛯䝣䜵䝮䝖⛊
䝺䞊䝄䞊䝟䝹䝇䛻䜘䜛ཎᏊศᏊ୰䛾㔞Ꮚ㐣⛬ไᚚ䚹

Ḉ༤

ཎᏊ᰾≀⌮Ꮫᐇ㦂

㔜䜲䜸䞁ཎᏊ᰾ᐇ㦂㻌㔜䜲䜸䞁᰾ᛂ䜢⏝䛔䛶Ᏻᐃ᰾䛾䝡䞊䝮䜢⏕ᡂ䛧䠈Ᏻᐃ⥺䛛䜙㐲䛟㞳䜜䛯䜶
䜻䝌䝏䝑䜽ཎᏊ᰾䛾≉␗䛺ᛶ㉁䞉⌧㇟䜢ㄪ䜉䜛䚹◊✲䝔䞊䝬䛿䠈䠍䠅㧗㏿㻾㻵䝡䞊䝮䜢⏝䛔䛯᪂ᡭἲ䛾
㛤Ⓨ䛻䜘䜛Ᏻᐃ᰾䛾᰾ᵓ㐀䚸䝎䜲䝘䝭䜽䝇䛾◊✲䠈䠎䠅㻾㻵䝡䞊䝮㛤Ⓨ䛸᰾Ꮡᅾ㝈⏺䛾᥈⣴䠈䠏䠅㔜䜲䜸
䞁᰾ᛂ䛾ᛂᶵᵓ䠈➼䛷䛒䜛䚹ᐇ㦂䛿䛻⌮Ꮫ◊✲ᡤຍ㏿ჾ◊✲タ䞉Ᏻᐃ᰾䝡䞊䝮⏕ᡂ
⨨䜢⏝䛔䛶⾜䛳䛶䛔䜛䚹

ᓥ㔝䚷ு

ග≀ᛶ≀⌮

䝔䝷䝦䝹䝒ศග䚸䝺䞊䝄䞊ศග䜢䛺ᡭἲ䛸䛩䜛ᅛయ㔞Ꮚ≀ᛶ䛾◊✲䚹䜶䜻䝅䝖䞁䚸䝬䜾䝜䞁➼䛾ᅛ
యෆ⣲ບ㉳䛾ほ 䛻䜘䜛㟁Ꮚ䞉䝇䝢䞁⣔䛾┦㌿⛣䝎䜲䝘䝭䜽䝇䛾ゎ᫂䜔䚸ග䛻䜘䜛ከయ㟁Ꮚ⣔䛾㔞Ꮚ
┦ไᚚ䜢┠ᣦ䛧䛶䛔䜛䚹ලయⓗ䛻䛿䚸༙ᑟయ䛾㟁ᏊṇᏍ⣔䛾⤯⦕య㔠ᒓ㌿⛣ཬ䜃㔞Ꮚจ⦰┦䛾◊
✲䚸పḟඖ㔞Ꮚᾮయ䛻䛚䛡䜛☢ẼගᏛຠᯝ䚸㉸ఏᑟయ䛾ග䛻䜘䜛┦ไᚚཬ䜃⛛ᗎኚᩘ䛾✵㛫䝎
䜲䝘䝭䜽䝇䛾ほ 䚸㛫✵㛫㌿ᑐ⛠ᛶ䛜◚䜜䛯⣔䛷㔞Ꮚຠᯝ䛻䜘䜚Ⓨ⌧䛩䜛≉␗䛺㟁Ẽ☢ẼගᏛ
䛾◊✲䚸㠀ᦤືㄽ㡿ᇦ䛻䛚䛡䜛ග䛸≀㉁䛸䛾┦స⏝䛾ゎ᫂䛺䛹䚹

㡲⸨䚷㟹

Ᏹᐂ≀⌮Ꮫ䞉ኴ㝧⣔
እᝨᫍ

Ᏹᐂ≀⌮Ꮫ䛸ኴ㝧⣔እᝨᫍ䛻㛵䛩䜛⌮ㄽⓗ䛚䜘䜃ほ ⓗ◊✲䚹ලయⓗ䛺◊✲䝔䞊䝬䛿䚸ከἼ㛗ほ
䝕䞊䝍䜢䜒䛸䛻䛧䛯㖟Ἑᅋ䝰䝕䝹䛾ᵓ⠏䚸䝎䞊䜽䝬䝍䞊䝝䝻䞊䛾㠀⌫ᑐ⛠ᛶ䛾⤫ィⓗ䝰䝕䝹䚸㔜
ຊ䝺䞁䝈ኳᩥᏛ䚸ᗈᇦ㖟Ἑ᥈ᰝ䛻䜘䜛䝎䞊䜽䜶䝛䝹䜼䞊䛾ᛶ㉁䛾ゎ᫂䚸㖟Ἑ⣔䝎䝇䝖ῶගᆅᅗ䛾⢭
ᐦ᳨ド䚸䝇䝍䝑䜻䞁䜾ゎᯒ䛻䜘䜛㐲᪉㖟Ἑ䛾ᛶ㉁䛾≉ᐃ䚸㌾㼄⥺ศගほ 䜢⏝䛔䛯䝎䞊䜽䝞䝸䜸䞁᥈
ᰝ䚸ኴ㝧⣔እᝨᫍ⣔䛾ゅ㐠ື㔞䛾㉳※䛸㐍䚸ከ㔜ᝨᫍ⣔䛾ຊᏛ㐍䚹

㧘ᮌⱥ

≀ᛶ≀⌮

ᅛయ䚸≉䛻㑄⛣㔠ᒓ㓟≀୰䛾⤡䜏ྜ䛖㟁Ꮚ㻔┦㛵㟁Ꮚ㻕䛜ᡂ䛩䜛䜶䜻䝌䝏䝑䜽䛺㔞Ꮚจ⦰┦䜢⌧
ᐇ䛾≀㉁䛾୰䛻᥈⣴䞉ᐇ⌧䛩䜛䚹ྠ䛻┦ᙧᡂ䛾≀⌮䜢ゎ᫂䛩䜛䚹⌧ᅾ䚸㧗 ㉸ఏᑟ䚸㔞Ꮚ䝇䝢䞁
ᾮయ䚸㠀⮬᫂䛺䝇䝢䞁䞉㟁Ⲵ⛛ᗎ䚸䝖䝫䝻䝆䜹䝹⤯⦕య䚸䛺䛹䛻ලయⓗ⯆䛾୰ᚰ䛜䛒䜛䚹⯙ྎ䛸䛺䜛
≀㉁䜢⮬䜙㛤ᣅ䛩䜛䛸ྠ䛻䚸㟁Ꮚ㍺㏦⌧㇟䚸⇕≀ᛶ䚸㔞Ꮚ䝡䞊䝮ᅇᢡ䞉ᩓ䛺䛹䛾䝥䝻䞊䝤䜢㥑
䛧䛶䚸䝘䝜䛾ୡ⏺䛷䛾┦㛵㟁Ꮚ䛾㟼ⓗ䞉ືⓗ⮬ᕫ⤌⧊ᵓ㐀䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䚹

➉ෆ୍ᑗ

㠀ᖹ⾮≀⌮Ꮫ䚸ᐇ㦂 ⮬⏤ᗘ䛾㠀ᖹ⾮⌧㇟䜢ᚊ䛩䜛≀⌮ἲ๎䛾⌮ゎ䜢┠ᣦ䛧䛶䚸ᾮᬗ䚸⢊య䛺䛹䛾䝋䝣䝖䝬䝍䞊䜔䚸䝞䜽
⤫ィຊᏛ䚸䝋䝣䝖䝬
䝔䝸䜰䛺䛹ᚤ⏕≀䛾㞟ᅋ䜢⏝䛔䛯ᐇ㦂◊✲䜢ᒎ㛤䛧䛶䛔䜛䚹ᾮᬗᐇ㦂䛷䛿䚸ὶ䛻క䛖㠀ᖹ⾮䜖䜙䛞
䝍䞊䚸⏕≀≀⌮Ꮫ
䛾ᬑ㐢ⓗ⤫ィἲ๎䜔䚸┦Ḟ㝗䝎䜲䝘䝭䜽䝇䜢䛻◊✲䛧䛶䛔䜛䚹⏕≀ᐇ㦂䛿䚸ᚤᑠὶయ䝕䝞䜲䝇➼
䛷ᐇ㦂⣔䜢䝕䝄䜲䞁䛧䚸ᚤ⏕≀㞟ᅋ䛜䛔䛛䛺䜛༠ྠ⌧㇟䜢♧䛩䛛䚸䛭䜜䛜≀⌮ἲ๎䛸䛧䛶⌮ゎ䛷䛝䜛
䛛➼䜢ㄪ䜉䛶䛔䜛䚹ಶู䛾⌧㇟䛾⌮ゎ䛿䜒䛸䜘䜚䚸⌧㇟䛻౫䜙䛺䛔ඹ㏻䛾≀⌮ἲ๎䜢ᢳฟ䛩䜛䛣䛸䚸
䛭䛾䜘䛖䛺ಠ▔ⓗ䛺どⅬ䛛䜙≀䜢ᤊ䛘䜛䛣䛸䜢┠ᣦ䛧䚸◊✲ᐊ༢䛷䛿䛻䜒ᵝ䚻䛺ᑐ㇟䜢ᢅ䛳䛶
䛔䜛䚹

㎷䚷┤ே

≀ᛶ⌮ㄽ䚸㠀ᖹ⾮㔞 㔞Ꮚከయ⣔䛻䛚䛡䜛㠀ᖹ⾮⌧㇟䜔㠀ᖹ⾮≀ᛶ䚸⤫ィຊᏛ䛻⯆䜢䜒䛳䛶䚸≀ᛶ≀⌮䛾⌮ㄽ◊✲䜢
Ꮚከయ⣔
䛧䛶䛔䜛䚹୍ぢ䛩䜛䛸㔞Ꮚ⣔䜢㠀ᖹ⾮≧ែ䛻䛩䜛䛣䛸䛷⛛ᗎ䛜䛥䜜䚸እ䛛䜙ຍ䛘䛯䜶䝛䝹䜼䞊䛜⇕
䛻ኚ䜟䜚䚸㔞Ꮚ⣔䛾㠃ⓑ䛔ᛶ㉁䛜ᥙ䛝ᾘ䛘䛶䛧䜎䛖䜘䛖䛻ᛮ䜟䜜䜛䚹䛸䛣䜝䛜㏆ᖺ䚸㠀ᖹ⾮䛻䛩䜛䛣䛸
䛷᪂䛯䛺⛛ᗎ䜔≀ᛶ䛜Ⓨ⌧䛩䜛䛜ḟ䚻䛻ぢ䛴䛛䛳䛶䛔䜛䚹䛭䜜䜙䛾⌧㇟䜢⌮ゎ䛧䚸㠀ᖹ⾮≀ᛶ䛾
ྍ⬟ᛶ䜢ᗈ䛢䛶䛔䛟䛣䛸䜢┠ᶆ䛻䛧䛶䛔䜛䚹

㎷┤ே

䝥䝷䝈䝬≀⌮Ꮫ

᰾⼥ྜ䝥䝷䝈䝬䛻䛚䛡䜛Ἴື≀⌮䚹≉䛻ᩘ್ィ⟬䜢⏝䛔䛯Ἴື䞉⢏Ꮚ┦స⏝ゎᯒ䚸㧗 䝥䝷䝈䝬
䛾ෆ㒊≧ែ䜢デ᩿䛩䜛䛯䜑䛾ィ ჾ㛤Ⓨ䚹Ụᑼᩍᤵ䛸䛸䜒䛻᯽䜻䝱䞁䝟䝇䛾㼀㻿㼀㻙㻞⌫≧䝖䜹䝬䜽䜢⏝
䛔䛯ᇶ♏䝥䝷䝈䝬≀⌮䛾ᐇ㦂ⓗ◊✲䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹䜎䛯䚸㻶㼀㻢㻜㻙㻿㻭䠄㻽㻿㼀䠅䚸㻸㻴㻰䠄㻺㻵㻲㻿䠅䚸㻸㻭㼀㻱䠄ி
䠅䚸㻽㼁㻱㻿㼀䠄䠅䛸Ἴື≀⌮䛻㛵䛩䜛ඹྠ◊✲䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹

ᖖ⾜┿ྖ

≀ᛶ⌮ㄽ

➨୍ཎ⌮ศᏊືຊᏛἲ䛺䛹ᇶᮏཎ⌮䛻ᇶ䛵䛟ィ⟬ᶵ䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛿䚸ほ 䜔ᐇ㦂䛛䜙䛿ᚓ䜙䜜
䛺䛔≀ᛶሗ䜢ᚓ䛯䜚䚸䛒䜛䛔䛿ᐇ㦂䛻ඛ䜣䛨䛯ணゝ䜢⾜䛖䛣䛸䜢ྍ⬟䛻䛩䜛䚹ᙜ◊✲ᐊ䛷䛿䛻䛭
䛾䜘䛖䛺ィ⟬≀⌮Ꮫⓗᡭἲ䜢㛤Ⓨ䛧䛺䛜䜙䚸≀ᛶ≀⌮Ꮫ䛾ᇶ♏◊✲䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹㟁Ꮚ┦㛵䛾ᙉ䛔
⣔䜔䠎ᡂศ㔞Ꮚ⣔䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖䛯䜑䛾᪂䛧䛔➨୍ཎ⌮㟁Ꮚ≧ែィ⟬ᡭἲ䛾㛤Ⓨ䚸㉸㧗ᅽୗ䛺䛹ᴟ㝈᮲
௳ୗ䛾⤖ᬗᵓ㐀᥈⣴䛸≀ᛶண 䚸ᅛయ⾲㠃䛾ᵓ㐀䞉㟁Ꮚ≧ែ䞉Ꮫᛂᶵᵓ䚸Ỉ⣲䜢ྵ䜐ᅛయ䛾
㔞Ꮚຠᯝ䚸ᙉㄏ㟁య䛾㟁Ꮚ≀ᛶ䛺䛹䛜せ䛺◊✲䝔䞊䝬䛷䛒䜛䚹

⸨ᇽ┾

ィ⟬≀⌮䞉≀ᛶ⌮ㄽ

䝰䞁䝔䜹䝹䝻ἲ䛺䛹䛾䝃䞁䝥䝸䞁䜾ᡭἲ䚸⤒㊰✚ศ䛻ᇶ䛵䛟㔞Ꮚ䜖䜙䛞䛾⾲⌧䚸≉␗್ศゎ䜔䝔䞁䝋
䝹䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛻䜘䜛ሗᅽ⦰䚸⤫ィⓗᶵᲔᏛ⩦䛾ᡭἲ䛺䛹ィ⟬≀⌮䛻䛚䛡䜛᪂䛯䛺ᡭἲ䜢㛤ᣅ䛧
䛶䛔䜛䚹㻌䛭䜜䜙䜢㥑䛩䜛䛣䛸䛷䚸㔞Ꮚ䝇䝢䞁⣔䛛䜙⌧ᐇ䛾≀㉁䛻䛔䛯䜛䜎䛷䚸䛥䜎䛦䜎䛺㔞Ꮚከయ⣔
䛻≉᭷䛾≧ែ䚸┦㌿⛣⌧㇟䚸䝎䜲䝘䝭䜽䝇䛾ゎ᫂䜢┠ᣦ䛩䚹䜎䛯䚸㔞Ꮚ䝁䞁䝢䝳䞊䝍䛾ᇶ♏⌮ㄽ䜔㔞
ᏊᶵᲔᏛ⩦䜰䝹䝂䝸䝈䝮䛾◊✲䚸ḟୡ௦䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵䞁䛾䛯䜑䛾䜸䞊䝥䞁䝋䞊䝇䝋䝣䝖䜴䜵䜰䛾㛤Ⓨ䞉
බ㛤䜒㐍䜑䛶䛔䜛䚹

3

Ặྡ

ᑓᨷศ㔝

◊✲ෆᐜ

୰ᓥ䚷ᗣ༤ ⣲⢏Ꮚ䞉Ᏹᐂ⣲⢏Ꮚ
≀⌮Ꮫᐇ㦂

䝙䝳䞊䝖䝸䝜䛾⣲⢏Ꮚ䛸䛧䛶䛾ᛶ㉁䛾ゎ᫂䚸䛚䜘䜃䝙䝳䞊䝖䝸䝜䜢⏝䛔䛯Ᏹᐂኳయほ 䚹≉䛻䚸䜺䝗䝸䝙
䜴䝮䜢ຍ䛘䛯䝇䞊䝟䞊䜹䝭䜸䜹䞁䝕䛻䛚䛡䜛㉸᪂ᫍ⫼ᬒ䝙䝳䞊䝖䝸䝜䛾ୡ⏺ึほ 䚸䛭䛧䛶䚸ᙉᗘ㝧
Ꮚຍ㏿ჾ㻶㻙㻼㻭㻾㻯䛷⏕ᡂ䛧䛯䝙䝳䞊䝖䝸䝜䜢⏝䛔䛯䚸≀㉁䞉≀㉁ᑐ⛠ᛶ䛾◚䜜䛾᳨ド䜢┠ᣦ䛧䜎䛩䚹
䜎䛯䚸ᘓタ䛜ጞ䜎䛳䛯䝝䜲䝟䞊䜹䝭䜸䜹䞁䝕䛻䛚䛡䜛ほ 䛻ྥ䛡䛯◊✲䜒⾜䛳䛶䛔䜎䛩䚹

୰㎷䚷▱

㔞Ꮚ≀ᛶ䞉䝇䝢䞁䝖䝻
䝙䜽䝇

≀ᛶ◊✲䛾䛝䛺₻ὶ䜢ඛᑟ䛩䜛䛾䛿䚸᪂䛧䛔ᴫᛕ䛾㐀䛷䛒䜚䚸䛭䜜䜢ල⌧䛩䜛㔞Ꮚ≀㉁䛾Ⓨぢ
䛷䛩䚹䛣䛾ཎືຊ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䛾䛜䚸⌮ㄽⓗ䛺Ὕᐹ䛻ᇶ䛵䛔䛯≀㉁᥈⣴䛸䛭䛾ྜᡂ䛷䛒䜚䚸ୡ⏺᭱㧗
⢭ᗘ䛾≀ᛶ ᐃᢏ⾡䛷䛩䚹⚾㐩䛾◊✲ᐊ䛷䛿䚸䛣䛖䛧䛯⊂⮬䛾㔞Ꮚ≀㉁䛸䛭䛾䝕䝞䜲䝇ᵓ㐀䜢䝕䝄
䜲䞁䛧䚸ᵝ䚻䛺⎔ቃ䛷䛾⢭ᐦ䛺≀ᛶཬ䜃䝇䝢䞁䝖䝻䝙䜽䝇 ᐃ䜢⮬䜙⾜䛖䛣䛸䛷䚸᪂䛧䛔≀⌮⌧㇟䛸䛭
䛾⫼ᚋ䛻䛒䜛≀⌮ἲ๎䛾ゎ᫂䜢㐍䜑䛶䛔䜎䛩䚹ලయⓗ䛻䛿䚸䝖䝫䝻䝆䜹䝹㔞Ꮚ≀ᛶ䚸䝽䜲䝹༙㔠ᒓ䚸
㉸ఏᑟ䚸㔞Ꮚ䝇䝢䞁ᾮయ䚸ᙉ☢ᛶ䝇䝢䞁䝖䝻䝙䜽䝇䚸䜶䝛䝹䜼䞊䝝䞊䝧䝇䝔䜱䞁䜾䛺䛹䛾ᖜᗈ䛔◊✲
ㄢ㢟䜢◊✲ᐊෆ䛾᭱᪂タഛ䜢䛳䛶㐍䜑䛶䛔䜎䛩䚹䜎䛯䚸䛭䛣䛷ᚓ䛯ᡂᯝ䜢䜒䛸䛻䚸ከ䛟䛾Ḣ⡿䛾◊
✲ᐊ䛸᭱ඛ➃䛾ඹྠ◊✲䜢ᒎ㛤䛧䛶䛔䜎䛩䚹

⬟℩⪽┤

⏕≀≀⌮Ꮫ

⬻⚄⤒⣔䛾⏕≀≀⌮䚹⚄⤒ᅇ㊰䛾సືཎ⌮䜢⚄⤒㓄⥺䜔άືᵝᘧ䛻ᇶ䛵䛝⣽⬊䝺䝧䝹䛷⌮ゎ䛩
䜛䛣䛸䜢┠ᶆ䛸䛧䚸䝰䝕䝹ື≀䜢⏝䛔䛯◊✲䜢⾜䛖䚹ගไᚚ䛻䜘䜛⚄⤒άື᧯స䚸䜹䝹䝅䜴䝮䜲䝯䞊䝆
䞁䜾䜔䝟䝑䝏䜽䝷䞁䝥ἲ䛻䜘䜛⚄⤒άື ᐃ䚸䝁䝛䜽䝖䞊䝮ゎᯒ䠄㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾⏬ീᵓ⠏䜘䜛⚄⤒㓄
⥺ゎᯒ䠅䛺䛹䜢⥲ྜⓗ䛻㐺⏝䛩䜛䛣䛸䛷䚸⚄⤒⣽⬊㛫䛾ධฟຊ㛵ಀ䜢ᐇ㦂ⓗ䛻᫂䜙䛛䛧䚸⚄⤒ᅇ㊰
䛻䜘䜛ሗฎ⌮䛾⤌䜏䜢᥈䜛䚹

㛗㇂ᕝಟྖ ⾲㠃≀⌮Ꮫ

༙ᑟయ䚸㔠ᒓ䚸䝖䝫䝻䝆䜹䝹⤯⦕య䛺䛹䛾⤖ᬗ⾲㠃䜔䚸䛭䛾ୖ䛻ᙧᡂ䛥䜜䜛ཎᏊᒙ䚸ཎᏊ㙐䜔䜽䝷䝇
䝍䞊䛺䛹䛾䝘䝜䝯䞊䝍䝇䜿䞊䝹ᵓ㐀య䛻䛴䛔䛶䚸ཎᏊ㓄ิ䚸㟁Ꮚ㻛䝇䝢䞁≀ᛶ䚸ᶵ⬟≉ᛶ䛺䛹䜢ከゅ
ⓗ䛻◊✲䛩䜛䚹ලయⓗ䛻䛿㟁Ꮚ䝞䞁䝗≧ែ䚸㟁Ꮚ䞉䝇䝢䞁㍺㏦≉ᛶ䚸ගᏛᛂ⟅䚸┦㌿⛣䛺䛹䜢䚸㟁Ꮚ
ᅇᢡ䞉㢧ᚤ㙾䚸㉮ᰝ䝖䞁䝛䝹㢧ᚤ㙾䞉ศගἲ䚸ග㟁Ꮚศගἲ䚸ᚤどⓗ䠐➃Ꮚ䝥䝻䞊䝤ἲ䚸ศᏊ⥺䜶䝢
䝍䜻䝅䞊ἲ䚸㞟᮰䜲䜸䞁䝡䞊䝮ຍᕤἲ䛺䛹䛾ᐇ㦂ᡭἲ䜢㥑䛧䛶◊✲䛩䜛䚹䠍ཎᏊᒙ䛾㉸ఏᑟ䜔䜻䝱
䝸䜰䛾ᚋ᪉ᩓ䛾ᢚไ䛺䛹䜢᭱㏆Ⓨぢ䛧䛯䚹

℈ཱྀᖾ୍

⣲⢏Ꮚ⌮ㄽ

⣲⢏Ꮚ䛾ᶆ‽⌮ㄽ䛾䜶䝛䝹䜼䞊䝇䜿䞊䝹䜢㉸䛘䛯䛸䛣䜝䛻䛹䛾䜘䛖䛺≀⌮䛜䛒䜛䛾䛛䛻⯆䛜䛒䜚䚸
⮬↛⏺䛻Ꮡᅾ䛩䜛䜘䜚ᇶᮏⓗ䛺⤫୍⌮ㄽ䜢┠ᣦ䛧䛶◊✲䛧䛶䛔䜎䛩䚹䛣䜜䜎䛷⚾䛿䚸㉸ᑐ⛠ᛶ⌮ㄽ
䜢୰ᚰ䛸䛧䛯ᶆ‽ᶍᆺ䜢㉸䛘䜛≀⌮䛾ᶍᆺᵓ⠏䚸⌧㇟ㄽⓗ◊✲䚸ึᮇᏱᐂㄽ䜈䛾ᛂ⏝䛸䛔䛳䛯◊✲
䜢⾜䛺䛳䛶䛝䜎䛧䛯䚹᭱᪂䛾⣲⢏Ꮚᐇ㦂䜔Ᏹᐂほ 䛾⤖ᯝ䛻䜒ὀ┠䛧䛶⌮ㄽⓗ◊✲䛻㑏ඖ䛧䛶䛔䛝
䛯䛔䛸⪃䛘䛶䛔䜎䛩䚹

ᯘ䚷ᑗග

≀ᛶ≀⌮

㤿ሙ䚷ᙬ

Ᏹᐂ≀⌮Ꮫᐇ㦂

≀㉁୰䛾㟁Ꮚ䝇䝢䞁䛸ග䛜ㄏ㉳䛩䜛ᵝ䚻䛺⌧㇟䜢᥈ồ䛩䜛䛂㔞Ꮚ䝇䝢䞁䝖䝻䝙䜽䝇㻛䝣䜷䝖䝙䜽䝇䛃䛻㛵
䛩䜛◊✲䚹䝇䝢䞁㌶㐨┦స⏝䛜ㄏ㉳䛩䜛᪂䛯䛺≀⌮⌧㇟䛾᥈⣴䞉ゎ᫂䜢㐍䜑䚸ᑗ᮶ⓗ䛻䝇䝢䞁䜔
ග䜢䝁䝠䞊䝺䞁䝇䛾㧗䛔᱁Ꮚື䜔㉸ఏᑟ≧ែ䛺䛹䛸⤖ྜ䛥䛫䚸㔞Ꮚᢏ⾡䛻ᒎ㛤䛷䛝䜛≀⌮䜢ぢฟ
䛩◊✲䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹
Ᏹᐂ䛿෭䛯䛟✵䛳䜍䛾ୡ⏺䛻ぢ䛘䜛䛜䚸ᐇ䛿⇕䛟⃭䛧䛔ኳయ⌧㇟䛜ᬑ㐢ⓗ䛻Ꮡᅾ䛩䜛䛣䛸䛜ศ䛛䛳
䛶䛝䛯䚹ᡃ䚻䛿䛣䜜䜙㉸᪂ᫍṧ㧁䜔䝤䝷䝑䜽䝩䞊䝹䛸䛔䛳䛯⃭ືኳయ䛛䜙䛾㼄⥺䞉䜺䞁䝬⥺䜢ேᕤ⾨ᫍ
ᦚ㍕᳨ฟჾ䛷ほ 䛧䚸Ᏹᐂ䛾ຊᏛⓗ㐍䞉Ꮫ㐍䜢᥈䛳䛶䛔䜛䚹ୡ⏺ྛᅜ䛾㼄⥺Ᏹᐂ⾨ᫍ䛾ほ
䛧䛯ኳయ䝕䞊䝍䜢ゎᯒ䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸᪥ᮏ䜢య䛸䛧䛯㼄⥺Ᏹᐂ⾨ᫍ䛂㼄㻾㻵㻿㻹䛃䛾㛤Ⓨ䜔䚸㉸ᑠᆺ⾨ᫍ
䜢⏝䛔䛯೫ග㼄⥺ീィ⏬㼏㼕㼜㼔㼑㼞䛾❧䚸Ᏹᐂほ ᭱ᚋ䛾❆䛷䛒䜛㻹㼑㼂䜺䞁䝬⥺ほ ィ⏬㻳㻾㻭㻹㻿
䛾㛤Ⓨ䛺䛹䜢⾜䛳䛶䛔䜛䚹

ᵽཱྀ⚽⏨

⏕≀≀⌮Ꮫ

ᙜ◊✲ᐊ䛷䛿⏕య䝰䞊䝍䞊䝍䞁䝟䜽㉁䜢ศᏊ䞉⣽⬊䞉ಶయ䛾䠏䛴䛾㝵ᒙ䛛䜙䜰䝥䝻䞊䝏䛧䚸ྛ㝵ᒙ䛾
ᶵ⬟䝯䜹䝙䝈䝮䜢ゎ᫂䛩䜛䛸ྠ䛻య䜢ಠ▔䛧䛯⏕య㐠ື䛾≀⌮䝰䝕䝹䜢ᵓ⠏䛩䜛䚹ලయⓗ䛺◊
✲䝔䞊䝬䛿䚸㻝㻚⢭〇䝰䞊䝍䞊䠍ศᏊ䛾䠏ḟඖⓗ䛺㐠ື䜢䊅⢭ᗘ䛷ゎᯒ䛧䚸䊅䝺䝧䝹䛾㐠ື䝯䜹䝙䝈䝮
䛾ゎ᫂䜢⾜䛖䚹㻞㻚⣽⬊ෆ䝰䞊䝍䞊ศᏊ䛾ኚ䛸ຊ䜢䠏ḟඖⓗ䛻 ᐃ䛧䚸ຊᏛ≧ែ䛾✵㛫ⓗኚ䜢
ゎᯒ䛩䜛䚹㻟㻚䝬䜴䝇ෆ䝰䞊䝍䞊ศᏊ䛾㐠ື䜢ゎᯒ䛧䚸ಶయෆ⣽⬊䛾㐠ື䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䚹㻠㻚⣽⬊䛾㐠
ືᶵ⬟䛻ᬑ㐢ⓗ䛺≀⌮䝰䝕䝹䜢ᵓ⠏䛩䜛䚹

⚟ᔱ

ཎᏊ᰾⌮ㄽ

⮬↛⏺䛾᭱䜒ᇶᮏⓗ䛺┦స⏝䛾䜂䛸䛴䛷䛒䜛䛄ᙉ䛔┦స⏝䛅䛾⧊䜚ᡂ䛩≀⌮䜢䛥䜎䛦䜎䛺ᡭἲ䜢
⏝䛔䛶◊✲䛧䛶䛔䜎䛩䚹ᙉ䛔┦స⏝䛩䜛䜽䜷䞊䜽䛸䜾䝹䞊䜸䞁䛜䚸䝟䜲୰㛫Ꮚ䜔᰾Ꮚ䛺䛹䝝䝗䝻䞁
䜢స䜚䚸ከᩘ䛾䝝䝗䝻䞁䛜㞟䜎䛳䛶ᡃ䚻䛾㌟䛾ᅇ䜚䛾≀㉁䜢ᵓᡂ䛧䛶䛔䜎䛩䚹㉸㧗 䞉㉸㧗ᐦᗘ䞉ᙉ䛔
እሙ䠄☢ሙ䞉㟁ሙ䞉㔜ຊሙ䛺䛹䠅䛾୰䛷䛿䚸㌟㏆䛺≀㉁䛛䜙䛿ീ䜒䛴䛛䛺䛔㠃ⓑ䛔≀ᛶ䛜䛄ᙉ䛔┦
స⏝䛅䛾ᛶ㉁䛛䜙ᑟ䛛䜜䜎䛩䚹᪤▱䛾⌮ㄽ䛛䜙᪂ወ⌧㇟䜢᥈䜛⌮ㄽ◊✲䜢┠ᣦ䛧䛶䛔䜎䛩䚹

ྂ⃝䚷ຊ

⏕≀≀⌮Ꮫ䠄⌮ㄽ㻛ᐇ ⏕≀≀⌮Ꮫ䠖㐺ᛂ䞉㐍䞉Ⓨ⏕䞉ච䛸䛔䛳䛯ከᩘ䛾せ⣲䛜㛵䛩䜛䝎䜲䝘䝭䝑㻌䜽䛺⏕≀⌧㇟䛻䛴䛔
㦂䠅
䛶䚸⌮ㄽ䛸ᐇ㦂䛾୧㠃䛛䜙ゎᯒ䛩䜛䚹ィ⟬ᶵ䝅䝭䝳䝺䞊䝅䝵㻌䞁䚸⌮ㄽゎᯒ䚸䛭䛧䛶ᵓᡂⓗ⏕≀Ꮫᐇ㦂
䜢⤫ྜ䛧䚸ಶ䚻䛾ศᏊ䛾ヲ⣽䛻౫Ꮡ䛧䛺㻌䛔ᬑ㐢ⓗ䛺ᛶ㉁䜢ษ䜚ฟ䛩䛣䛸䛻䜘䜚䚸⏕≀䝅䝇䝔䝮䛾≧ែ
䛸䛭䛾㑄⛣䜢グ㏙䛩㻌䜛䝬䜽䝻䝺䝧䝹䛾≧ែㄽ䛾ᵓ⠏䜢┠ᣦ䛩䚹

ᯇᑿ䚷Ὀ

⣲⢏Ꮚ⌮ㄽ

㔞Ꮚ㔜ຊ䚸㉸ᘻ⌮ㄽ䚸ሙ䛾㔞Ꮚㄽ䚸ྍゎ䛺㔞Ꮚ⣔䚸䛚䜘䜃䛭䜜䛻㛵㐃䛩䜛ᩘ⌮≀⌮Ꮫ䛜せ䛺◊
✲䝖䝢䝑䜽䝇䛷䛒䜛䚹䜘䜚ලయⓗ䛺᭱㏆䛾䝔䞊䝬䛸䛧䛶䛿䚸㻹⌮ㄽ䛻⌧䜜䜛䝤䝺䞊䞁䛾ᐃᘧ䚸䛭䜜䛻
㛵㐃䛩䜛᪂䛧䛔ᑐ⛠ᛶ䜔ᗄఱᏛ䚸䜎䛯䚸䝀䞊䝆⌮ㄽ䜔పḟඖྍゎᶍᆺ䛻⌧䜜䜛↓㝈ḟඖᑐ⛠ᛶ䛺
䛹䛜䛒䛢䜙䜜䜛䚹

୕ᑿඞ

䝺䞊䝄䞊ᛂ⏝䚸ගィ
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3.5 ి࣓ͷϥάϥϯδΞϯ
3.6 ΤωϧΪʔͱӡಈྔͷอଘଇ

2.2 4 ݩϕΫτϧ

3.7 ిՙͷࣗݾΤωϧΪʔ

1.2

ղੳྗֶ : ૬ ݪതত

1. ϥάϥϯδΞϯʢLagrangianʣྗֶ
1.1 Ծࣄͱμϥϯϕʔϧʢd’Alembertʣͷఆཧ
1.2 ҰൠԽͱҰൠԽྗ
1.3 ҰൠԽ࠲ඪͱҰൠԽͷؔͱͯ͠ͷӡಈΤ
ωϧΪʔ
1.4 ϥάϥϯδΞϯ
1.5 ϋϛϧτχΞϯʢHamiltonianʣ
1.6 ਖ਼४ڞӡಈྔ
1.7 ྫ
1.8 ཧతʹՁͳϥάϥϯδΞϯ
1.9 ϙςϯγϟϧ͕ʹґଘ͢Δ߹ʢϩʔϨϯ
πྗʣ
1.10 ࿈ଓମͷϥάϥϯδΞϯ
2. มݪཧͱϥάϥϯδΞϯྗֶ
2.1 ΦΠϥʔʢEulerʣํఔࣜ
2.2 ϋϛϧτϯͷݪཧ
2.3 ࿈ଓମͷΦΠϥʔɾϥάϥϯδϡํఔࣜ
2.4 ͷΦΠϥʔɾϥάϥϯδϡํఔࣜ
2.5 ϥάϥϯδϡͷະఆ๏ʢLagrange Multipliersʣ

1.3

2.6 ϗϩϊϛοΫʢHolonomicʣͳଋറ݅Λະఆ
๏Ͱղ͘
2.7 ඇϗϩϊϛοΫͳଋറ݅ͷԠ༻
3. ωʔλʔʢNoetherʣͷఆཧͱϋϛϧτχΞϯ
ྗֶ
3.1 ֯ӡಈྔͱճసରশੑ
3.2 ωʔλʔͷఆཧ
3.3 ͷཧͷωʔλʔͷఆཧ
3.4 ϋϛϧτϯྗֶͱϧδϟϯυϧʢLegendreʣม
3.5 Ґ૬ۭؒͱϦϡʔϏϧʢLiouvilleʣͷఆཧ
4. ਖ਼४ม
4.1 ਖ਼४ม
4.2 ϙΞιϯʢPoissonʣހׅ
5. ϋϛϧτϯɾϠίϏʢJacobiʣํఔࣜ
5.1 ϋϛϧτϯɾϠίϏํఔࣜ
5.2 ࡞༻มͱ֯ม
5.3 அෆมྔ
5.4 ྔࢠԾઆ

ྔࢠྗֶ I : ॾҪ ݈

1. ΠϯτϩμΫγϣϯ

1.2 ݹయඳ૾͔Βྔࢠඳ૾

1.1 ཻࢠͱ

2. γϡϨσΟϯΨʔํఔࣜ
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2.1 γϡϨσΟϯΨʔํఔࣜͱಈؔ

5. ྔࢠྗֶͷମܥ

2.2 ֬ղऍͱཧྔͷظ

5.1 Τϧϛʔτԋࢉࢠͱཧྔ

2.3 ෆ֬ఆੑؔ

5.2 ಈؔͷۭؒ

3. ̍࣍ݩͷଋറঢ়ଶ

5.3 σΟϥοΫͷه๏ͱԋࢉࢠΛ༻͍ͨఆࣜԽ

3.1 ̍࣍ݩͷശʹด͡ࠐΊΒΕཻͨࢠ

5.4 ਖ਼४ྔࢠԽ

3.2 Ҫܕށϙςϯγϟϧ

6. ௐৼಈࢠ

4. ̍࣍ݩͷࢄཚ

6.1 ௐৼಈࢠͷྔࢠతѻ͍ɿԋࢉࢠ๏

4.1 ࣗ༝ཻࢠͷಈؔɿฏ໘

6.2 ௐৼಈࢠͷྔࢠతѻ͍ɿಈؔ

4.2 ࢄཚͷ͍͔ͭ͘ͷྫ

6.3 Ԡ༻ɿݭͷྔࢠԽ

1.4

ཧ࣮ ֶݧ: ࢁຊ ஐ,  ݈ଠ

1. ং

4.3 ڑͷܭଌ

1.1 ݱཧͱՊֶతख๏

4.4 ͦͷଞͷܭଌ

2. ཧྔͱ୯Ґ

5. ࣮ݧͷٕૅجज़

2.1 ࠃࡍ୯Ґ ܥSI
2.2 ֤छͷৗ༻୯Ґͦͱܥͷม

5.1 ਅۭٕज़
5.2 ΤϨΫτϩχΫε

3. ࠩޡ

5.3 X ઢճં
6. σʔλղੳͱՄࢹԽ

3.1 ࣮ࠩޡݧ

6.1 άϥϑ࡞

3.2 ֬౷ܭ
4. ܭଌ๏

6.2 ඇઢ࠷ܗখࣗ๏

4.1 ి࣓ͷܭଌ

6.3 ٯ

4.2 Թͷܭଌ

1.5

7. ࣮ݧϨϙʔτจΛॻ্͘Ͱͷҙࣄ߲

ཧֶ I : ᖛ ޱҰ

1. ෳૉؔ
1.1 ͜ͷষͷඪ
1.2 ४උ
1.3 ෳૉؔͱͦͷඍɺਖ਼ଇؔ
1.4 ෳૉੵ
1.5 ςΠϥʔల։ɺϩʔϥϯల։ͱཹɺཹఆཧ
1.6 Ұகͷఆཧͱղੳଓ

1.6

1.7 ൃలత
2. ৗඍํఔࣜ
2.1 ͡Ίʹ
2.2 ఆٛͱྨ
2.3 Ұ֊ඍํఔࣜͷղ๏ͷྫ
2.4 ઢܗඍํఔࣜ

ཧֶ II : ٢ా ل

1. ϑʔϦΤͱڃϑʔϦΤม
1.1 ϑʔϦΤڃల։
1.2 ϑʔϦΤม
1.3 ࢄϑʔϦΤม
2. ภඍํఔࣜ
2.1 ಈํఔࣜ
2.2 ಋํఔࣜ
2.3 ϥϓϥεํఔࣜͱϙΞιϯํఔࣜ

2.4 ϥϓϥεม
3. ަଟ߲ࣜͱಛघؔ
3.1 Τϧϛʔτଟ߲ࣜ
3.2 ϥήʔϧଟ߲ࣜ
3.3 ϧδϟϯυϧଟ߲ࣜɹ
3.4 ϕοηϧؔ
3.5 زԿؔ
3.6 επϧϜ-ϦϡϏϧݻܕ༗
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1.7

ཧֶͷͨΊͷՊֶӳ ૅجޠ: খ ٛਖ਼

1. Television ςϨϏʀ ಈࢺͷదͳ੍࣌ʀՊֶӳޠ
ͱɺຊਓӳޠͷܽͱվળࡦ

8. X-rays ̭ઢʀ ࢺףʀ൱ఆܗΛΊͯɺߠఆͰܗ
ॻ͘ɺ͍͋·͍ͳදݱΛ͚͞ɺ͖ͬͺΓͱॻ͘

2. Batteries ిʀ ۟ಡͷ͍ํʀ༁͢Δ
ͳɺจ༁ͤΑɺओߏจ

9. Color ৭ʀ ͍؆ܿͳจΛॻ͘ʀࣙॻͷ͍ํɺ
ࢀߟจݙ

3. Fluorescent Lights ޫܬ౮ʀ จ಄ɾࣈͷॻ͖ํʀ
ӳޠͷجຊࡾഥࢠɺύϥάϥϑɾϥΠςΟϯά

10. Lens, light, and colors Ϩϯζɺޫɺ৭ʀ डಈ
ଶΛආ͚ͯಈଶͰॻ͘; ௨͡Δӳޠͷ͠Ό
Γํ ̍

4. Edison vs. Tesla Τδιϯରςεϥʀ໊ؔ
ࢺͷ੍༻ݶ๏ɾඇ੍༻ݶ๏ʀύϥάϥϑɾϦʔ
σΟϯά

11. 30-second Self Introductionʀ࿈݁ޠΛ͏ʀ௨
͡Δӳޠͷ͠ΌΓํɹ̎

5. Radar ϨʔμʔʀฒྻߏͰॻ͘ʀ ಡΈ͍͢
ӳޠʢจʣΛॻ͘ɺจ༻ӳจͷΈཱͯ

12. Airplane ඈߦػʀෆඞཁͳ୯ޠল͘ʀ௨͡Δ
ӳޠͷ͠ΌΓํɹ̏

6. Refrigerator ྫྷଂݿʀ ࣈɾ߸هͷදݱ๏ʀىঝ
స݁ΊΑ͏ɺຊޠͷߏ vs. ӳޠͷߏ

13. Rust ͞ͼʀݩૉ߸هͷൃԻͷํʀӳޱޠ಄ൃ
දͰͷҙ

7. Heat ʀ ໊ࢺʀ
ʮӳޠͷൃͰॻ͘ʯ(Leggett’s
Trees)ɺӳ༻׆ޠϝϞΛ࡞Γɺӳआจ͢Δ

14. Scientiﬁc Fraud; ࣮ݧϊʔτʢڀݚϊʔτʣͷ
ॻ͖ํʀӳޠͷ͠ΌΓํ ̐ɹิҨ

2
2.1

3 ੜ S ηϝελʔ
ి࣓ ֶؾII : ౡ ྄

1. ి࣓ͷجຊ๏ଇ
1.1 ਅۭதͷ Maxwell ํఔࣜ
1.2 ඍࢹͱࢹڊ
1.3 ࣓ͱۃԽ
1.4 ࿈ଓഔମ (࣭) தͷ Maxwell ํఔࣜ
1.5 ి࣓ͱϙςϯγϟϧ
1.6 ి࣓ͷΤωϧΪʔ
1.7 ి࣓ͷӡಈྔ
1.8 ڥք໘Ͱͷڥք݅
2. ੩ి
2.1 ੩ిͷํఔࣜ
2.2 ڥքͱάϦʔϯؔͷํ๏
2.3 ࠲ۃඪʹ͓͚Δڥք
2.4 ੩ిϙςϯγϟϧͷଟॏۃల։

2.2

2.5 ༠ిମ
2.6 ੩ిΤωϧΪʔ
2.7 ిؾ༰ྔ
3. ੩࣓ͱఆৗిྲྀ
3.1 ੩࣓ͷํఔࣜͱΞϯϖʔϧͷ๏ଇ
3.2 ࣓ੑମͷڥք
3.3 ճ࿏ͷΠϯμΫλϯε
3.4 ४ఆৗిྲྀ
4. ి࣓
4.1 ਅۭதͱ࣭தͷి࣓
4.2 ಈํఔࣜͷάϦʔϯؔ
4.3 ి࣓ͷ
4.4 ి࣓ͷੑ࣭

ྔࢠྗֶ II : ౢ ݈ೋ

0. ྔࢠྗֶ I ͷ෮श

6. ٿ໘ௐؔͷੑ࣭

1. ରশੑɾϢχλϦʔมɾอଘଇ

7. ਫૉࢠݪ

2. ֯ӡಈྔɾεϐϯ

8. ࣌ؒʹґଘ͠ͳ͍ઁಈ

3. ֯ӡಈྔͷ߹

9. ॖୀͷ͋Δ߹ͷ Brillouin-Wigner ઁಈ

4. ࣓தͷεϐϯͷӡಈɾBerry Ґ૬

10. ઁಈࢉܭͷྫ (Stark ޮՌɾਖ਼ৗ͓Αͼҟৗ Zeeman ޮՌ)

5. 3 ࣍ٿݩରশϙςϯγϟϧதͷྔࢠྗֶ
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11. ઁಈల։ͷഁͱ Borel ࠶

16. WKB ۙࣅͷԠ༻ɿઁಈల։ͷۙͱܗഁ

12. ࣌ؒʹґଘ͢Δઁಈ

17. Wigner ؔ

13. அఆཧ

18. ܦ࿏ੵ๏ʹΑΔྔࢠԽ

14. Ritz ͷมݪཧ

19. ܦ࿏ੵ๏ʹΑΔௐৼಈࢠͷղ๏

15. WKB ۙࣅͱ Euclid ۭ࣌Ͱͷྔࢠτϯωϧ

20. μΠϠάϥϜʹΑΔઁಈల։

2.3

ݱ࣮ݧཧֶ I : ඉ ޱलஉ,  ݈ଠ

1. ٕڥݶۃज़
ਅۭٕज़ɺۃԹٕज़ɺԹཧɺߴѹൃੜɺ
࣓ڧ

5. Ϩʔβʔཧֶ
Ϩʔβʔޫֶɼը૾ॲཧɼޫֶݦඍڸ

2. ݻମதͷిࢠߏ؍ଌ
ྔࢠৼಈɺޫిࢠޫɺࠪݦࢠిܕඍڸ

6. ඇฏߧܥཧֶ
ϒϥϯӡಈɼੜͷӡಈɺੜମࢠͷ X ઢ
ߏղੳ

3. ࣓ڞؾ໐Λ༻͍࣮ͨݧ
࣓֩ڞؾ໐ɺϛϡʔΦϯεϐϯճస

2.4

4. X ઢΛ༻͍࣮ͨݧ
X ઢͷൃੜɺߏղੳɺݩૉੳɺ์ࣹޫɺX
ઢࣗ༝ిࢠϨʔβʔ

 ݧ࣮ػࢉܭI : ౻ಊ ᚸ࣏

1. ࣮शڥඋ
2. ݧ࣮ػࢉܭͷૅج
2.1 ࠩޡ
2.2 ඍ
2.3 χϡʔτϯ๏
2.4 ೋ๏
2.5 ߦྻԋࢉ
2.6 ٙࣅཚ
2.7 ෳૉ
2.8 ϥΠϒϥϦͷར༻
3. ৗඍํఔࣜ
3.1 ॳظͱڥք
3.2 Euler ๏ɾRunge-Kutta ๏
3.3 ཅղ๏ͱӄղ๏
3.4 Numerov ๏

3.5 γϯϓϨΫςΟοΫੵ๏
4. ࿈ཱҰ࣍ํఔࣜ
4.1 ཧʹݱΕΔ࿈ཱҰ࣍ํఔࣜ
4.2 Ψεͷফڈ๏ɾLU ղ
4.3 ྻߦٯͷٻΊํ
4.4 ෮ղ๏
5. ߦྻͷର֯Խ
5.1 ߦྻͷੑ࣭ɾ͖ɾࢦؔ
5.2 Jacobi ๏ɾGivens ๏ɾHouseholder ๏
5.3 ૄߦྻʹର͢Δ෮๏ɾ͖๏ɾRayleighRitz ͷํ๏ɾLanczos ๏
5.4 ม๏
5.5 ಛҟղɾҰൠԽྻߦٯ
5.6 ࠷খೋ๏ʹΑΔճؼੳ

ߨٛࢿྉ https://exa.phys.s.u-tokyo.ac.jp/ja/lectures Ͱެ։ɻ

2.5

౷ ֶྗܭI :  Ұক

1. ౷ͱֶྗܭԿ͔ʁ

2.1 جຊࣄ߲

1.1 ϛΫϩͱϚΫϩ

2.2 ಠཱͳ෦͔ΒͳΔܥ

1.2 ౷ֶྗܭͷྨ

2.3 ΏΒ͗ͱେͷ๏ଇ

1.3 ྗֶͷ෮श

2.4 ࿈ଓมͷ߹

1.4 ౷ֶྗܭͷجຊਫ਼ਆ

3. ४උ̎ɿྔࢠ

2. ४උ̍ɿ֬

3.1 ྔࢠྗֶͷ෮शɾ֬తͳͱܥͷରԠ
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3.2 ঢ়ଶ
4. ฏߧ౷ֶྗܭͷૅج
4.1 ฏߧঢ়ଶͱʁ
4.2 ॏͷݪཧͱϛΫϩΧϊχΧϧ
4.3 ݹయܥͷϛΫϩΧϊχΧϧ
4.4 ΧϊχΧϧʢಋೖʣ
4.5 ΧϊχΧϧͷੑ࣭
5. ΧϊχΧϧͷԠ༻
5.1 ཧؾମ
5.2 ૬͢༻࡞ޓΔؾମʢݹయܥʣ
5.3 ௐৼಈࢠ
5.4 ৗ࣓ੑͱεϐϯܥ
6. άϥϯυΧϊχΧϧ
6.1 ಋೖ
6.2 ੑ࣭

2.6

6.3 Ԡ༻ɿཧؾମʢߴԹʣ
7. ྔࢠཧؾମ
7.1 ଟཻࢠܥͷྔࢠྗֶ
7.2 ྔࢠཧؾମͷฏߧঢ়ଶ
7.3 ঢ়ଶີ
7.4 ཧ Fermi ؾମ
7.5 ཧ Bose ؾମ
8. ݁থͷൺ
8.1 ݹయ
8.2 Einstein Ϟσϧ
8.3 Debye Ϟσϧ
9. ࠇମ์ࣹ
9.1 ์ࣹͷීวੑ
9.2 ۭಎ์ࣹ

ྲྀମྗֶ : ߐ৲ থ
5. ਫ

1. ༷ʑͳྲྀମ
2. ྲྀମͷํૅجఔࣜ
2.1 ྲྀମΛಛ͚ͮΔྔ
2.2 ࿈ଓͷࣜ
2.3 ྗ
2.4 ӡಈํఔࣜ
2.5 ΤωϧΪʔํఔࣜ
2.6 ཻࢠͷํఔ͔ࣜΒྲྀମͷํఔࣜ
2.7 ӔͱӔํఔࣜ
3. ؔʹΑΔྲྀΕͷදݱ
3.1 ϙςϯγϟϧྲྀ
3.2 ෳૉϙςϯγϟϧ
3.3 ֯ࣸ૾ͱΫολɾδϡʔίϑεΩʔม
4. ೪ੑྲྀ
4.1 ϨΠϊϧζ
4.2 ετʔΫεۙࣅ
4.3 Ұ༷ํཚྲྀ
4.4 ίϧϞΰϩϑଇͷͱվྑ

2.7

5.1 ͍
5.2 ද໘
5.3 ද໘ுྗ
6. ෆ҆ఆੑ
6.1 ྨͱ҆ఆੑղੳ
6.2 έϧϏϯɾϔϧϜϗϧπෆ҆ఆੑ
6.3 ϨΠϦʔɾςΠϥʔෆ҆ఆੑ
7. ֦ࢄͱϒϥϯӡಈ
7.1 ֦ࢄํఔࣜͱϥϯμϜΥʔΫ
7.2 ϒϥϯӡಈ
7.3 ϥϯδϡόϯํఔࣜ
7.4 ༳ಈࢄҳఆཧ
8. ༷ʑͳྲྀମ
8.1 ࢠ೪ੑͱཚྲྀ೪ੑ
8.2 ి࣓ྲྀମ
8.3 ༲ྗ

࣭Պֶ ૅج: ߴ ӳయ, Ali Alavi, Jochen Mannhart, Bernhard Keimer

1. Electronic band structure of solids

2. Electronic transport

1.1 The electronic structure problem

2.1 From Drude to quantum transport

1.2 Electron-electron interactions

2.2 From free electrons to strong correlations

1.3 From Hartree-Fock theory to more sophisticated methods

2.3 From two dimensional electron gas (2DEG) to
fractional quantum Hall eﬀect (FQHE) and
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beyond
3. Superconductivity
3.1 Key experimental observations
3.2 BCS theory
3.3 Exotic superconductivity with unconventional

3
3.1

Cooper pairing
4. Spectroscopy of solids
4.1 Scattering of photons, neutrons, and electrons
from solids
4.2 Case studies

3 ੜ A ηϝελʔ
ޫֶ : Ҫख ޱ

1. ޫֶͷྺ࢙ͱݱޫՊֶ

5. ภޫޫֶ

2. زԿޫֶ
3. ಈޫֶʢׯবʣ

6. ϏʔϜޫֶ
7. ֶޫثৼڞ

4. ಈޫֶʢճંʣ

8. ઌޫܭଌ

3.2

ཧֶ III :  ܡ๏শ

1. ͱ܈ରশૢ࡞

4. ରশ܈

1.1 ܈ͷఆٛͱྫ

4.1 ରশަͱ܈܈

1.2 ݁ͱ܈থ܈

4.2 ରশ܈ͷڞྨͱطදݱ

2. ܈ͷجຊ֓೦

5. Ϧʔ܈

2.1 ෦܈
2.2 ڞྨ

5.1 Ϧʔͱ܈?
5.2 ߦྻؒͷڑ

2.3 ෆม෦܈

5.3 ίϯύΫτઢܗϦʔ܈

2.4 Ҽࢠ܈

5.4 Ϧʔ͔܈ΒϦʔ

2.5 ४ಉͱܕಉܕ

6. Ϧʔ

3. ༗܈ݶͷදݱ

6.1 Ϧʔͷఆٛͱ۩ମྫ

3.1 දͱݱ?
3.2 طදݱ

6.2 Ϧʔͷදݱ
6.3 ୯७Ϧʔ

3.3 ࢦඪ

6.4 ϧʔτͱΣΠτ

3.4 දݱͷྔࢠྗֶͷԠ༻

3.3

7. SU(n) Hubbard ܕ

ྔࢠྗֶ III : ৗߦ ਅ࢘

1. ి࣓தͷՙిཻࢠ

2.2 ࢄཚஅ໘ੵ

1.1 ి࣓தͷݹయՙిཻࢠ

2.3 ࢄཚஅ໘ੵͷࢉܭ

1.2 ి࣓தͷՙిཻࢠͷྔࢠྗֶ

2.4 ࢄཚঢ়ଶͷಈ͕ؔຬͨ͢ੵํఔࣜ

1.3 Ұ༷ͳ࣓தͷՙిཻࢠ

2.5 Born ۙࣅ

1.4 Aharonov-Bohm ޮՌ

2.6 ෦ͱҐ૬ͷͣΕ

1.5 εϐϯΛཻ࣋ͭࢠͱ࣓ͷ૬༻࡞ޓ

2.7 ڞ໐ࢄཚ

2. ࢄཚ

2.8 ಉछཻࢠͷࢄཚ

2.1 2 ཻࢠͷࢄཚ

2.9 Lippmann-Schwinger ํఔࣜʢࢄཚཧͷࣜܗ
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ʣ

4.1 දࣔ

2.10 ݻମதͷిࢠࢄཚͱٖϙςϯγϟϧ

4.2 ϑΣϧϛΦϯܥ

3. ଟମܥͷྔࢠྗֶతѻ͍

4.3 Ϙιϯܥ

3.1 ϔϦϜࢠݪ

4.4 ͷԋࢉࢠ

3.2 ଟిࢠࢠݪ

4.5 ୈೋྔࢠԽʹ͓͚ΔϋʔτϦʔɾϑΥοΫۙࣅ

3.3 εϐϯيಓ૬ͱ༻࡞ޓඍࡉߏ

5. ૬ରతྔࢠྗֶ

3.4 ϘϧϯʵΦοϖϯϋΠϚʔۙࣅʢஅۙࣅʣ

5.1 Klein-Gordon ํఔࣜ

3.5 ਫૉࢠ

5.2 Dirac ํఔࣜ

3.6 ϋʔτϦʔɾϑΥοΫۙࣅ

5.3 Weyl ํఔࣜ

4. ୈೋྔࢠԽ

3.4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5.4 Dirac ํఔࣜͷղ

ੜཧֶ :  ૱, Ԭా ߁ࢤ

ੜཧֶͱ
ࡉ๔ͱ
ҨͱਐԽ
ൃੜ (ԽͱҐஔใ)
ੜମࢠͷߏ
ػͱΏΒ͗
ਆܦՊֶ֓

3.5

8. ਆࡉܦ๔ບͷిؾతੑ࣭
9. γφϓεୡ
10. ਆܦωοτϫʔΫʹΑΔใॲཧ
11. ͷՄ઼ੑͱهԱ
12. Ҩࢠٕ͑ज़ɺਆܦΠϝʔδϯάɺޫʹΑ
Δਆ׆ܦಈૢ࡞

ݻମཧֶ I : Ԭຊ ప

1. ࣗ༝ిࢠϑΣϧϛؾମʢ෮शʣ
1.1 ిࢠີͱϑΣϧϛΤωϧΪʔ
1.2 ঢ়ଶີ
2. ̍࣍ݩपظϙςϯγϟϧதͷిࢠ
2.1 ϙςϯγϟϧ͕খ͍͞߹ͷۙࣅ
2.2 ϒϩοϗͷఆཧ
2.3 ΤωϧΪʔͱͷؔͷදࣔࣜܗ
2.4 ̍ຊͷόϯυதͷঢ়ଶ
2.5 ۚଐͱઈԑମ
2.6 ΫϩʔχοώɾϖχʔͷϞσϧ
3. ݁থߏ
3.1 ۭؒ֨ࢠͱ୯Ґ๔
3.2 ۭؒ֨ࢠͷྨ
3.3 දతͳ݁থߏ
3.4 ݁থதͷํҐ໘ͷදه๏
3.5 ݁থͷΓཱͪ
4. ࢠ֨ٯ
4.1 ͱࢠ֨ٯ
4.2 ճંʹΑΔ݁থߏղੳ
5. ݁থதͷిࢠঢ়ଶ
5.1 ϒϩοϗͷఆཧͱϒϦϧΞϯɾκʔϯ

5.2 ϙςϯγϟϧ͕খ͍͞߹
5.3 ଋറ͕͍ڧ߹ͷۙࣅ
5.4 άϥϑΣϯͷిࢠঢ়ଶ
5.5 ΧʔϘϯφϊνϡʔϒͷిࢠঢ়ଶ
6. ֨ࢠৼಈ
6.1 ֨ࢠৼಈͱ
6.2 ಉछࢠݪͷ̍࣍ࢠ֨ݩϞσϧ
6.3 ̎छྨͷ͔ࢠݪΒͳΔ̍࣍ࢠ֨ݩϞσϧ
6.4 ̏࣍ࢠ֨ݩͷৼಈ
6.5 ϑΥϊϯͱྔࢠͷฏۉ
6.6 ֨ࢠൺͱ Debye ͷۙࣅ
7. ిࢠͷӡಈ
7.1 ిࢠͷ
7.2 ӡಈํఔࣜ
7.3 ༗ޮ࣭ྔ
7.4 ࣓தͷӡಈ
8. ۚଐதͷಋిࢠ
8.1 ൺ
8.2 ަྲྀిͱಋిࢠ
8.3 ిؾಋͱࢄཚߏػ
8.4 ϘϧπϚϯํఔࣜͱ༌ૹݱ
9. ಋମ
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9.1 ిࢠͱਖ਼
9.2 ෆ७υʔϐϯά
9.3 p-n ߹

3.6
1.
2.
3.
4.

9.4 ిքޮՌτϥϯδελ
9.5 ϔςϩ߹

ݱ࣮ݧཧֶ II : അ ࠼, Լ ڿਓ

ཻࢠͱ࣭ͷ૬༻࡞ޓ
ཻࢠݕग़ࢠཻͱثՃث
౷ܭͷૅجɾ࣮ݧσʔλͷղੳͱࠩޡධՁ
૬ରతӡಈֶ

3.7

5. Ӊཧֶ֓ཁ
6. Ӊཧ࣮ͰݧΘΕΔޫࢠݕग़ݪཧ
7. Ӊཧ࣮ͰݧΘΕΔޫࢠҎ֎ͷखஈ

ి࣓ ֶؾIII : ઙҪ ਔ

1. ి࣓ͷૅج
1.1 ࣗ༝ి࣓ͱͦͷੑ࣭
2. ి࣓ͷ์ࣹ
2.1 Ԇϙςϯγϟϧͱઌਐϙςϯγϟϧ
2.2 Ԇϙςϯγϟϧͷଟॏۃల։
3. ՙిཻࢠͷग़͢ి࣓
3.1 ϦΤφʔϧ-ϰΟʔώΣϧτͷϙςϯγϟϧ
3.2 ӡಈ͢Δՙిཻࢠͷ࡞Δి࣓
3.3 ੍ಈ์ࣹ

3.8

3.4 ిՙʹΑΔి࣓ͷࢄཚ
3.5 νΣϨϯίϑ์ࣹ
4. ి࣓ͷ
4.1 ಋ
4.2 ۭಎثৼڞ
4.3 ి࣓ͷճં
5. ి࣓ͷ֯ӡಈྔ
6. ి࣓ͱॏྗ

౷ ֶྗܭII : খ ܗਖ਼உ

1. ૬సҠ

1.6 εέʔϦϯάཧͱ͘Γ͜Έ܈ͷΞΠσΞ

1.1 டংύϥϝʔλͱରশੑͷഁΕ

2. ઢܗԠཧ

1.2 ೋ࣍૬సҠ

2.1 ࣌ؒʹґଘ͠ͳ͍ͱ͖ͷઢܗԠ

1.3 ฏۉۙࣅ
1.4 Landau ཧ

2.2 ࣌ؒʹґଘ͢Δͱ͖ͷઢܗԠ
2.3 ۩ମྫɿଳ࣓ɺిؾಋ

1.5 ૬సҠʹ͓͚Δྟքࢦͱۭؒ࣍ݩ

2.4 ༌ૹݱ

3.9

 ݧ࣮ػࢉܭII : ౻ಊ ᚸ࣏

1. ϞϯςΧϧϩͱ౷ֶྗܭ

2.1 ภඍํఔࣜͷॳظ

1.1 ଟମܥͷ౷ֶྗܭ

2.2 ର֯ԽʹΑΔղ๏

1.2 ্͑͛

2.3 ԣ࣓Πδϯάܕ

1.3 ཚΞϧΰϦζϜ

2.4 ଟମྔࢠܥͷ࣌ؒൃల

1.4 ཧաఔͷγϛϡϨʔγϣϯ

2.5 ྔࢠίϯϐϡʔλ

1.5 ٙࣅཚɾώετάϥϜ

3. গଟମܥɾࢠಈྗֶ

1.6 ϞϯςΧϧϩੵ

3.1 ৗඍํఔࣜͷॳظ

1.7 Ϛϧίϑ࿈ϞϯςΧϧϩ

3.2 γϯϓϨΫςΟοΫੵ๏

2. ର֯Խͱྔࢠྗֶ

3.3 ϕϧϨ๏
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3.4 ࢠಈྗֶ๏
3.5 ϏϦΞϧఆཧ
3.6 Թͷ੍ޚ
4. ࠷దԽ
4.1 ࠷దԽ
4.2 χϡʔτϯ๏

4.3 ғ͍ࠐΈ๏
4.4 ࠷߱ٸԼ๏ɾޯ߱Լ๏ɾڞޯ๏
4.5 Nelder-Mead ͷ߱γϯϓϨοΫε๏
4.6 ྔࢠΞχʔϦϯάɾγϛϡϨʔςουΞχʔϦ
ϯά

ߨٛࢿྉ https://exa.phys.s.u-tokyo.ac.jp/ja/lectures Ͱެ։ɻ

4
4.1

4 ੜ S ηϝελʔ
Ұൠ૬ର : ਢ౻ ༃

1. 4 ࣍ͱۭ࣌ݩγϡϫϧπγϧτྔܭ
1.1 ઢૉͱྔܭ
1.2 γϡϫϧπγϧτۭ࣌ͷੑ࣭
2. Ұൠ૬ରੑݪཧͱͦͷֶతදݱ
2.1 ಛघ૬ରͷݶք: ׳ੑͱܥ? ॏྗ
“ྗ” ͔?
2.2 Ұൠ૬ରͷ֓೦ߏ
2.3 ཧྔͷදݱ: ϕΫτϧ
2.4 ཧྔͷදݱ: ରϕΫτϧ
2.5 ཧྔͷදݱ: ςϯιϧ
2.6 ·ͱΊ: ཧྔͱςϯιϧ
3. ଌઢͷํఔࣜ
3.1 ॏྗͷͱͰͷཻࢠͷӡಈํఔࣜ
3.2 χϡʔτϯཧͱͷରԠ
4. ॏྗͷํఔࣜ
4.1 Ϛοϋͷݪཧͱॏྗͷํఔࣜ
4.2 ΤωϧΪʔӡಈྔςϯιϧ
4.3 ΞΠϯγϡλΠϯํఔࣜͷಓ
4.4 χϡʔτϯཧͱͷରԠ
4.5 Ӊఆ

4.2

4.6 มݪཧʹΑΔఆࣜԽ
5. γϡϫϧπγϧτۭ࣌ͱϒϥοΫϗʔϧ
5.1 ٿରশॏྗͷྔܭ
5.2 γϡϫϧπγϧτղಋग़ͷུ֓
5.3 γϡϫϧπγϧτࣄͱܘͷฏઢ
5.4 γϡϫϧπγϧτϒϥοΫϗʔϧͷ·ΘΓͷ࣭
ͷӡಈ
5.5 Ұൠ૬ରͷݹయతূݕ
5.6 ਫͷۙҠಈͷࢉܭ
5.7 ޫઢͷ͕ۂΓ֯ͷࢉܭ
5.8 ϒϥοΫϗʔϧఱจֶ
6. ॏྗ
6.1 ΞΠϯγϡλΠϯํఔࣜͷऑۙࣅͱॏྗ
6.2 ॏྗͷฏ໘ղ
6.3 ॏྗͷ࢛ॏࣅۙۃղ
6.4 ॏྗʹΑΔΤωϧΪʔଛࣦ
6.5 ࿈͔ܥΒͷॏྗ
6.6 ௐৼಈࢠ͔Βͷॏྗ
6.7 ॏྗͷݕग़

αϒΞτϛοΫཧֶ : ԣࢁ কࢤ

1. ΠϯτϩμΫγϣϯ
2. αϒΞτϛοΫͳੈքͷ୳Γํ

6. ετϨϯδωεͱ CP ඇอଘ
7. Ճث

3. ཻࢠ

8. ͱ֩ࢠݪϋυϩϯ

4. ྔࢠి࣓ྗֶ (QED)
5. ऑ͍૬༻࡞ޓ

9. ిऑ౷Ұཧ
10. χϡʔτϦϊ

21

4.3

ࢉܭՊֶ֓ : େٱอ ໊͔̒΄ ؽ

1. ߴੑػࢉܭͷΞʔΩςΫνϟ

5. ߴੑϓϩάϥϛϯάͱੑଌఆ

2. εʔύʔίϯϐϡʔλͱฒྻϓϩάϥϛϯά

6.1 ࿈ଓମͷฒྻ༗ݶཁૉ๏ղੳೖ

3. େنૄߦྻݻ༗ͱྔࢠଟମ

6.2 ߏղੳΞϓϦέʔγϣϯʹΑΔ CAE ࣮ફ

4. େنૄߦྻιϧόʔೖ

7. ֨ࢠεϐϯܕͷࢉܭՊֶ

4.4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4.5

౷ֶྗܭಛ : ৗ࣍ Ұ
Introduction – Phase transitions, symmetry breaking, and order parameter
Mean ﬁeld theory
Critical behaviors near phase transition
Scaling theory
Landau theory
Fluctuations and Landau-Ginzburg (LG)
model
Gaussian theory
Ginzburg criterion
Introduction to Renormalization Group
(RG) – Real-space RG

10. RG in k-space, Wickʟs theorem, and RG
of Gaussian model
11. RG of LG model: epsilon expansion and
Wilson-Fisher ﬁxed point
12. Scaling theory supplement: Dangerously
irrelevant operator and correction to
scaling
13. Systems with continuous symmetry:
O(N) model and nonlinear sigma model
14. Disordered systems: Replica trick, random ﬁxed point, and Harris criterion
15. Polymer statistics

ݱཧֶೖ : খྛ ݚհ, אౡ հ

1. ྔࢠྗֶͷൃݟ

7. ౷ͱֶྗܭใՊֶ

2. ΤϨΫτϩχΫεͷൃల

8. ฏۉۙࣅ

3. ίώʔϨϯτྔࢠ༌ૹ

9. ϨϓϦΧ๏ʹΑΔ SK Ϟσϧͷղੳ

4. ϥϯμΞެࣜ
5. ϝκείϐοΫཧͷల։

10. ΩϟϏςΟ๏ʹΑΔ SK Ϟσϧͷղੳ
11. CDMA ϚϧνϢʔβ෮ௐͷ౷ֶྗܭ

6. ΏΒ͗

12. ີύϦςΟ߸ූࠪݕͷ౷ֶྗܭ

4.6

ͷྔࢠ I : দඌ ହ

1. ४උ
1.1 ࣗવ୯Ґܥ
1.2 ϩʔϨϯπม
1.3 ૬ରతݹయྗֶ
1.4 ୈೋྔࢠԽ
2. ૬ରతͷํఔࣜ
2.1 Klein-Gordon ํఔࣜ
2.2 Dirac ํఔࣜ
2.3 ͷϩʔϨϯπม
3. ରশੑͱอଘଇ
3.1 Euler-Lagrange ํఔࣜ
3.2 ωʔλʔͷఆཧ
3.3 ྫ

4. ͷਖ਼४ྔࢠԽ
4.1 εΧϥʔ
4.2 Causality ͱ Feynman ൖؔ
4.3 Dirac 
4.4 ి࣓
5. ૬ઁͱ༻࡞ޓಈల։
5.1 ૬༻࡞ޓඳ૾ͱ Dyson ల։
5.2 S ߦྻɺFeyman ଇ, Wick ͷఆཧ
5.3 ่յͱࢄཚஅ໘ੵ
6. ྔࢠิਖ਼֓
6.1 ϧʔϓৼ෯
6.2 ͘Γ͜Έཧ
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4.7

֎ܥ : ਢ౻ ༃

1. ͡Ίʹ
1.1 ଠཅ͔ܥΒۜՏӉ
1.2 Ӊ؍ͷ͕Γͱଠཅ֎ܥ
2. ͱ߃ͷॾੑ࣭
2.1 ଠཅܥఱମͷయܕతεέʔϧ
2.2 ͷ໌Δ͞
2.3 ఱମͷޫͱڃ
2.4 ओྻܥͷεϖΫτϧͱܕϋϏλϒϧκʔϯ
3. ཧ๏ଇͱఱମ
3.1 ఱମܗ࢙
3.2 Ӊͷ֊ߏ
3.3 ཧ๏ଇͱॳظ݅
3.4 Ψεͷ࣭ྔ
3.5 ߃ͷ࣭ྔ
3.6 Ӊͷ֊ͱجຊཧఆ
4. ֎ܥൃ࢙ݟ
4.1 ֎ܥൃݟલ࢙
4.2 ଠཅ֎ܥൃݟͷྺ࢙
4.3 έϓϥʔ୳ࠪ֎ܥͱػ୳ࠪͷਐల
5. ֎ܥݕग़๏
5.1 ֎ܥͷݕग़
5.2 έϓϥʔͱيಓཁૉ
5.3 ֎ܥͷؒݕग़
6. ֎ܥܥͷ౷ܭ
6.1 ύϥϝʔλͷ

4.8

6.2 ύϥϝʔλؒͷ૬ؔ
6.3 ͷଘࡏ
6.4 ϋϏλϒϧͷଘࡏ
6.5 ଟॏܥ
6.6 ࣗసެస֯
7. ࢝ݪଠཅܗܥͱྛϞσϧ
7.1 ܗͷུ֓: ίΞूੵϞσϧ
7.2 ࠷খ࣭ྔଠཅܥϞσϧ – ྛϞσϧ –
8. ࢝ݪܥԁ൫ͷߏ
8.1 Ψεԁ൫ͷྗֶతߏ
8.2 ԁ൫ͷతߏ
9. ࢝ݪܥԁ൫ͷਐԽ
9.1 ܥԁ൫ਐԽͷํૅجఔࣜ
9.2 ԁ࠲ඪܥͷ෮श
9.3 زԿֶతʹബ͍ԁ൫Ψεͷํૅجఔࣜ
9.4 زԿֶతʹബ͍Ψεԁ൫ͷਐԽ
10. μετͷͱඍܗ
10.1 μετͷఽ
10.2 μετͷͱඍԾઆ
10.3 ബ͍μετʹ͓͚Δॏྗෆ҆ఆੑཧ
11. ࢝ݪͷܗ
11.1 ࢝ݪͷܗ
11.2 Ψεͷܗ
11.3 ԁ൫Ψεͷফࣦ

ྔࢠޫֶ : ञҪ จ

1. ࣹ์ͱࢠݪͷ૬༻࡞ޓ

2.1 ݹయి࣓ͷϙςϯγϟϧ

1.1 ࣌ؒʹґଘ͢Δ Schrödinger ํఔࣜ

2.2 Coulomb ήʔδ

1.2 ૬༻࡞ޓϋϛϧτχΞϯ

2.3 ࣗ༝ݹయ

1.3 ભҠ

2.4 ྔࢠྗֶతௐৼಈࢠ

1.4 B ͷදࣜ

2.5 ͷྔࢠԽ

1.5 ޫֶ Bloch ํఔࣜ

2.6 ͷަͷੑ࣭

1.6 Rabi ৼಈ

2.7 ྵΤωϧΪʔ

1.7 ์ࣹ͕Γ

2.8 ϞʔυҐ૬ԋࢉࢠ

1.8 ͕Γ

2.9 ୯ҰϞʔυݸঢ়ଶͷཧతੑ࣭

1.9 ์ࣹݮਰΛ͏ Rabi ৼಈ

2.10 ίώʔϨϯτޫࢠঢ়ଶ

1.10 িಥ͕Γ

2.11 ୯ҰϞʔυίώʔϨϯτঢ়ଶͷཧతੑ࣭

1.11 Doppler ͕Γ

3. ྔࢠԽͨ͠ͱͱࢠݪͷ૬༻࡞ޓ

1.12 ߹ٵऩઢͷܗঢ়

3.1 ࢠݪͷଟۃϞʔϝϯτ

2. ి࣓ͷྔࢠԽ

3.2 ଟۃ૬༻࡞ޓϋϛϧτχΞϯ
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3.3 ిؾࣅۙࢠۃ

4.4 ಈํఔࣜʹͮ͘جϨʔβʔཧ

3.4 ࢠݪϋϛϧτχΞϯͷୈ 2 ྔࢠԽ

4.5 ֤छͷϨʔβʔ

3.5 ޫࢠͷٵऩͱ์ग़

4.5.1 3 ४ҐϨʔβʔͱ 4 ४ҐϨʔβʔ

4. Ϩʔβʔͷૅج

4.5.2 ݻମϨʔβʔ

4.1 ޫثৼڞͷϞʔυ

4.5.3 ؾମϨʔβʔ

4.2 ޫثৼڞͷ҆ఆੑ

4.5.4 ৭ૉϨʔβʔ

4.3 ൃৼ݅

4.5.5 ಋମϨʔβʔ

4.9

ݻମཧֶ II : த௰ 

1. ڧଋറۙࣅͱόϯυߏ
1.1 ϒϩοϗͷఆཧ
1.2 ͘ڧଋറ͞Εͨిࢠͷۙࣅ
1.3 άϥϑΣϯͱ Dirac ํఔࣜ
2. زԿֶͱϕϦʔҐ૬
2.1 ۂ໘ͷͱۂฏߦҠಈ
2.2 ྔࢠܥͷ֦ு
3. ݻମதͷϕϦʔҐ૬ͱిࢠӡಈ
3.1 ࣓தͷిࢠͷӡಈͱ Aharonov-Bhom ޮՌ
3.2 ҟৗͱҟৗϗʔϧޮՌ
3.3 ೋ४Ґܥ
3.4 ྔࢠϗʔϧޮՌ

4.10

3.5 Weyl ۚଐ
4. Ϟοτઈԑମͱ Hubbard ܕ
4.1 ϞοτసҠ
4.2 Hubbard Model
4.3 ަ૬༻࡞ޓ
4.4 ભҠۚଐ࣓ڧੑମ
5. ಋ
5.1 ಋݱ
5.2 ୈҰछಋମͱୈೋछಋମ
5.3 ిࢠͱ֨ࢠৼಈͷ૬༻࡞ޓ
5.4 Ϋʔύʔର

ϓϥζϚཧֶ : ߴ ༤Ұ

0. ϓϥζϚͱ
1. ୯Ұՙిཻࢠͷӡಈ
1.1 Ұ༷ి࣓தͷཻࢠυϦϑτ
1.2 ඇҰ༷࣓தͷཻࢠυϦϑτ
1.3 ࣌ؒมԽ͢Δి࣓தͷཻࢠυϦϑτ
2. ྲྀମͱͯ͠ͷϓϥζϚ
2.1 ϓϥζϚͷྲྀମํఔࣜ
2.2 ྲྀମํఔࣜͱཻࢠυϦϑτͷؔ
2.3 Ұྲྀମి࣓ྲྀମྗֶ
2.4 ి࣓ྲྀମྗֶతฏߧ
3. ϓϥζϚதͷিಥաఔ
3.1 શిͱඇશిϓϥζϚ

3.2 શిϓϥζϚதͷিಥ
3.3 ϓϥζϚͷ֦ࢄ
4. ྲྀମϓϥζϚதͷಈ
4.1 ඇํࢄഔମதͷখৼ෯ಈ
4.2 ࣓ͷͳ͍ϓϥζϚதͷಈ
4.3 ࣓ͷ͋ΔϓϥζϚதͷಈ
5. ྲྀମϓϥζϚͷෆ҆ఆੑ
6. ϓϥζϚͷӡಈ
6.1 ϰϥιϑํఔࣜ
6.2 ϓϥζϚಈͷӡಈతޮՌ
6.3 ۭؒෆ҆ఆੑͱඇઢܗཧ

ɹ

4.11

Ӊཧֶ : ԣࢁ ॱҰ

1. ࢲͨͪͷӉ

2.1 ͷߏŋྗֶฏߧ

2. ߃ͷཧ

2.2 ์ࣹ༌ૹ
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2.3 ΤσΟϯτϯޫ
2.4 ରྲྀ
2.5 ͷΤωϧΪʔऩࢧ
2.6 ߃ͷେ·͔ͳੑ࣭
2.7 ֩Ԡ
3. Ұൠ૬ରతӉ
3.1 Ӊݪཧͱ FLRW ྔܭ
3.2 ϑϦʔυϚϯӉ
3.3 ϧϝʔτϧŋϋοϒϧͷ๏ଇͱํภҠ

4.12
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.5 ॳظӉͷ࢙
3.6 Ϗοάόϯݩૉ߹
3.7 ӉͷΕ্͕Γ
3.8 ݁߹ޙͷ
3.9 χϡʔτϦϊͷ݁߹
3.10 ΠϯϑϨʔγϣϯӉ
ิҨ A αϋͷࣜ

ੜཧֶಛ II : ඉ ޱलஉ, ৽Ҫ फਔ,  ޱത࢘

ന࣭ͷߏͱੑ
ന࣭ͲͷΑ͏ʹཱͯ͠ମߏΛܗ͢Δͷ͔
ന࣭ͷػͱ࣬ױ
ന࣭ͷਐԽͱσβΠϯ
ੜମບͷߏͱͦͷػ
ۂ໘ͷཧɺද໘ுྗɺೞΕ

7. ੜମບͷγϛϡϨʔγϣϯ
8. ݂ٿɺ݂ྲྀ
9. ന࣭ 1 ࢠͷػΛ͍͔ʹଌఆ͠ɺཧղ͢Δ͔ɻ
10. ࡉ๔ന࣭ػΛΠϝʔδϯάͯ͠Θ͔Δ
͜ͱɻ
11. ݸମന࣭ͷׂͷଟ༷ੑ

4 ੜ A ηϝελʔ

5
5.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.4 Ӊతύϥϝλ

ૉཻࢠཧֶ : େ୩ ߤ, ాத ७Ұ
7. Weak Interactions

Introduction
Basic Concepts
Experimental Tools
Decay and Cross Sections
Dirac Equation
Quantum Electrodyamics (QED)

5.2

8. Electroweak Theory
9. Quark Model and QCD
10. Quark Mixing and CP Violation
11. Forefront of Particle Physics

ͷྔࢠ II : ར ହࢁ

1. path integral formulation of quantum mechanics

4. scattering processes at the leading order
4.1 vector ﬁeld propagator

1.1 bosonic system

4.2 e+ + e- to mu+ + mu- cross section

1.2 two-state system

4.3 crossing symmetry and elastic scattering

2. What is quantum ﬁeld theory for?

4.4 Compton/Thomson scattering

3. S-matrix etc., and how to compute them

5. introduction to 1-loop computation

3.1 S-matrix, decay rate, and cross section

6. bound states

3.2 LSZ reduction formula

6.1 Bethe-Salpeter equation

3.3 time-ordered correlation function and Feynman rule

6.2 hydrogen atom spectroscopy in QED

3.4 other quantities of interest in QFT
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6.3 Bethe-Salpeter wavefunction in a QFT process

7. unitarity
7.1 partial wave unitarity
7.2 optical theorem
8. low-energy eﬀective ﬁeld theory
9. path integral formulation in quantum ﬁeld
theory
9.1 repeating the derivation

5.3

9.3 background ﬁeld method
9.4 imaginary time formalism (thermal ﬁeld theory)
9.5 real time formalism (Schwinger Keldysh formalism)

֩ࢠݪཧֶ : ࠓҪ ৳໌
4.2 Rotational motion

1. Introduction
1.1 General properties of nuclei
2. Nuclear force
2.1 Binding energy
2.2 Size of a nucleus
2.3 Wavefunction of deuteron
3. Bulk Properties of Nuclei
3.1 Scattering theory
3.2 Phase shift and nuclear potential
3.3 Equation of state of the nuclear matter
3.4 Alpha decay
4. Collective Motion
4.1 Vibrational motion

5.4

9.2 partition function, free-energy, eﬀective potential (formal)

5. Microscopic Models of Nuclear Structure
5.1 Hartree-Fock single particle Hamiltonian
5.2 Deformed single particle state
5.3 Spherical Shell model
5.4 Uniﬁed model of nuclear structure
6. Nuclear reaction
6.1 Compound nuclear reaction
6.2 Direct reaction
6.3 Optical model
7. Recent Topics with radioactive nuclear
beams

ిࢠճ࿏ : ҆౦ ਖ਼थ

1. ి࣓ͱిؾճ࿏

5. ఆճ࿏ͱ৴߸ૹ

2. ઢܗγεςϜͱճ࿏

6. ࡶԻͱ৴߸

3. ୡؔͱաԠ

7. ࢄ৴߸ͱσδλϧ৴߸

4. ૿෯ճ࿏ͱϑΟʔυόοΫ੍ޚ

8. σΟδλϧճ࿏ͱσΟδλϧ৴߸ॲཧ

5.5

ݻମཧֶ III : ྛ কޫ

1. 2 ࣍ܥࢠిݩ

8. ಋ

2. ϥϯμ४Ґ

9. ྔࢠεϐϯϗʔϧޮՌͱ Z2 ࢦ

3. ྔࢠϗʔϧޮՌ

10. Ϋʔύʔର

4. άϥϑΣϯͱٖεϐϯ

11. ిࢠ֨ࢠ૬༻࡞ޓ

5. ૬ରతྔࢠϗʔϧޮՌ

12. BCS ཧ

6. ϕϦʔҐ૬

13. δϣηϑιϯ߹

7. ྔࢠҟৗϗʔϧޮՌͱνϟʔϯ

14. ಋྔࢠϏοτ

5.6

ඇฏߧՊֶ : ҏ౻ ༞

1. ฏߧͱඇฏߧ

֬ͷμΠφϛΫεɺ֬ͷྲྀΕɺฏߧঢ়ଶ/
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ඇฏߧঢ়ଶɺఆৗঢ়ଶ/ඇఆৗঢ়ଶɺఆৗ
2. ֬աఔ
Markov ࿈  ɺChapman-Kolmogorov ํ ఔ
ࣜɺmaster ํఔࣜɺFokker-Planck ํఔࣜɺ
Onsager-Machlup ؔɺLangevin ํఔࣜ
3. ֬తͳྗֶ
ྲྀΕͱྗɺྗֶୈೋ๏ଇɺMarkov ωοτϫʔ
Ϋͱ Kirchhoﬀ ͷ๏ଇɺઢܗෆՄٯྗֶɺOnsager ૬ؔ
4. ใྔͱΤϯτϩϐʔੜ
Shannon ΤϯτϩϐʔɺKullback-Leibler μΠ
όʔδΣϯεɺFisher ใߦྻͱใزԿɺ૬
ޓใྔɺΤϯτϩϐʔੜɺ༳Β͗ͷఆཧɺ

5.7

5. ֬աఔͱύϥϝʔλͷྗֶܥ
ྗֶܥɺΩϡϜϥϯτؔɺఆৗঢ়ଶͱݻఆ
ɺ҆ఆੑɺϨʔτํఔࣜ
6. ྗֶͱܥඇઢܗੑ
ඇઢܗੑͱذɺαυϧϊʔυذɺτϥϯε
ΫϦςΟΧϧذɺϐονϑΥʔΫذɺϗο
ϓذ
7. Ϩʔτํఔ্ࣜͷԽֶྗֶ
ԽֶԠωοτϫʔΫɺཧرബ༹ӷɺGibbs
ͷࣗ༝ΤωϧΪʔɺf-μΠόʔδΣϯεͱྗ
ֶୈೋ๏ଇ

ීวੑੜֶ : ۚࢠ , ݹᖒ ྗ

1. ੜ໋γεςϜͷϚΫϩঢ়ଶཧͷՄੑ
1.1 جຊతੑ࣭ɿɹଟ༷ੑɺ׆ಈੑɺϩόετωεɺ
Մ઼ੑ
1.2 ֊߹ੑɿɹఆৗܥͷීว๏ଇ
2. ԽֶԠ͔Βෳࡉ๔
ੜ໋ʹ͓͚Δʮඇฏߧੑʯ
ɺগੑ੍ޚɺ۠ը
ԽɺͷϚΫϩ๏ଇͱ૬ʢɿਓෳܥ
ߏங࣮͍ͯͭʹݧʣ
3. ࡉ๔ͷదԠ
༳Β͙ܥͷ݁ؼɺϊΠζʹΑΔڥґଘΞ
τϥΫλʔબ
4. ࡉ๔ϗϝΦελγεͱదԠ
৮ഔྔ੍ޚɺଟࣗ༝దԠܥ
5. ࡉ๔ͷهԱɿ ಈతهԱͱΨϥε

5.8

ใྗֶୈೋ๏ଇ

6. ࡉ๔ԽͱൃੜաఔͷෆՄٯੑ
ϚΫϩݱɺԽଟੑͷදݱɺ૬ʹ༻࡞ޓ
ΑΔ෦ঢ়ଶͷذɺԽͷࣦͱϦϓϩά
ϥϛϯά
7. දܕݱͷਐԽ (I)
ਐԽ༳ಈԠؔɺϊΠζʹΑΔࢄͱҨ
ࢄͷؔɺ҆ఆੑͷਐԽ
8. දܕݱͷਐԽ (II)
దԠਐԽʹ͓͚ΔϧγϟτϦΤݪཧ
9. ൃੜʕਐԽରԠɹ
10. ଟ༷ੑͷਐԽ
දܕݱมԽͷҨతݻఆ, ڞੜɺछԽɺଟ༷
ੑͷਐԽ
11. ·ͱΊͱలɿ ੜීวੑͷݱ

ॏྗཧֶ : Kipp Cannon, ߦོ ؙ

1. Gravitational Waves (Cannon)
1.1 Motivation
1.2 Spaces, Geodesics, Curvature
1.3 Linear Gravity, Gravitational Waves
2. Sources of Gravitational Waves I: Orbiting Binary System (Cannon)
2.1 Linear Metric Perturbation
2.2 Time Evolution, Energy Balance
2.3 Time to Collapse
2.4 Newtonian Chirp
3. Detection
of
Gravitational
Waves
(Tomaru)
3.1 Philosophical Introduction
3.2 Various Methods of Gravitational Wave Detection 1 – Binary Pulsar Observation and
Resonant Mass Detector –
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3.3 Various Methods of Gravitational Wave Detection 2 – Doppler Tracking and Pulsar Timing –
3.4 Laser Interferometric Gravitational Wave Detector
3.5 Noises in Gravitational Wave Detector
4. Gravitational-Wave Data Analysis (Cannon)
4.1 Time Series as a Vector
4.2 Neyman-Pearson Criterion
4.3 Fourier Transform as a Linear Operator
4.4 Gaussian Random Variables
4.5 Karhunen-Loeve Theorem
4.6 Matched Filter
4.7 Compact Object Merger Detection
5. Recent Observational Results (Cannon)

5.9

ཧֶͷͨΊͷՊֶӳޠಛ : খ ٛਖ਼

1. ӳޠจ࡞ͷ֓ཁ̍ɽ Պֶӳͱޠɺຊਓ
ӳޠͷܽͱվળࡦɺ༁͢Δͳɺจ
༁ͤΑɺӳ༻׆ޠϝϞΛͭ͘Γӳआจ͢Δ
2. ӳ  ޠ จ ࡞  ͷ ֓ ཁ ̎ ɽ ӳ  ޠͷ ൃ  Ͱ ॻ ͘
(Leggett’s Trees)ɺӳޠͷجຊࡾഥࢠɺىঝ
స݁ΊΑ͏ɺಡΈ͍͢จΛॻ͘ɺ݁
Λઌʹɺཧ༝Λʹޙɺ൱ఆจΛආ͚ͯߠఆจͰ
ॻ͘
3. ӳޠจͷߏͱ࡞๏̍ɽ ޮͷΑ͍ӳޠจ
ࣥචͷਐΊํɺΑ͍ӳޠจͷॻ͖ํɺجຊత
ͳҙɺӳޠจͷߏʢIMRAD ํࣜʣ
ɺӳޠ
จͷ֤߲ͷॻ͖ํ 1ʢදɺஶऀͱॴଐɺ
ஶऀঞʣ
4. ӳޠจͷߏͱ࡞๏̎ɽ ӳޠจͷ֤߲ͷ
ॻ͖ํ 2ʢংɺຊɺ݁Ռɺߟɺ݁ɺँ
ࣙɺҾ༻จݙɺਤͱදʣɺࣙॻͷ͍ํ
5. ࡞จٕज़̍ɽ จ಄ɺࣈͷ͍͚ɺ༻ޠͷ౷
ҰɺϦετ߲ͷҰ؏ੑʢฒྻߏͰॻ͘ʣ
ɺͭ
ͮΓͷ౷Ұɺ؆ܿͳจΛॻ͘ɺडಈଶΛආ͚
ಈଶΛ͏ɺ࿈݁ޠΛ͏
6. ࡞จٕज़̎ɽ ෆඞཁͳ୯ޠΛল͘ɺຊਓʹଟ
͍ؒҧ͍Λ͢ɺࣗಈࢺͱଞಈࢺͷऔΓҧ͑ɺ
Α͘ΘΕΔུޠɺҙ͖͢୯ޠ
7. จ๏తࣄ߲̍ɽ ಈࢺͷదͳ੍࣌ɺओޠΛ໌֬
ʹɺࢺףͷ͍ํɺ໊ࢺͷ͍ํɺӳʹޠ
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ҙɺεϖϦϯάʹҙ

8. จ๏తࣄ߲̎ɽ લஔࢺɺ۟ಡ๏ɺࣈɾࣜͷද
ݱ๏ɺ߸هͷಡΈํɺݩૉ߸هɺࢀߟॻ
9. ӳޠϓϨθϯͷ֓ཁɽ ϓϨθϯςʔγϣϯʢޱ
಄ൃදʣͱɺϓϨθϯͷ৺ߏ͑ɺӳޠϓϨθ
ϯͷߏɺεϥΠυͷޮՌతͳ͍ํɺඪ४ε
ϥΠυ
10. ӳޠͷߏͱ͠ΌΓํɽ ӳޠͷߏɺӳޠͷ
͠ΌΓํɺൃԻͷίπɺʢΧλΧφʣӳ
ʹޠҙɺΘ͔ͬͯΒ͑Δӳޠͷ͠ΌΓํ
ʢࣄલ४උʣ
11. ൃදͷϚφʔɾςΫχοΫɽ ߘݪಡΉ͖͔ɺ
ߘݪɾϝϞ࡞্ͷҙɺൃද࿅शʢϦϋʔα
ϧʣ
ɺൃද࣌ͷϚφʔɾςΫχοΫɺNon-verbal
CommunicationɺϓϨθϯͷίπ
12. ӳޠϓϨθϯͷ࣮ࡍɽ ࠷ॳͷѫࡰɺϓϨηϯͷ
ྲྀΕͱܾ·Γจ۟ɺਤදͷઆ໌ɺࣈɾࣜɾ
߸هͷಡΈํɺάϥϑදݱɺਤܗ
13. ࣭ٙԠɾϙελʔηογϣϯɽ ࣭ٙԠ
(Q&A) ͷ৺ߏ͑ɾࢦɺ࣭͕ฉ͖ͱΕͳ͔ͬ
ͨͱ͖ɾ͑ΒΕͳ͍ͱ͖ͷରԠɺϙελʔηο
γϣϯͷརɾൃදͷٕज़ɺϓϨθϯͷ
ͱධՁͷϙΠϯτɺνΣοΫϦετɺHints for
a Successful Conferenceɺࢀߟॻ
14.ʢิҨʣ ɹจߘͱࠪಡऀରࡦ

ぐ灇瑔㹓ך灇瑔崞⹛ⰻ㺁

ὸ◊✲ᐊ
ὸ⚈ோ ᩍᤵ̭▼⏣̭᫂ຓᩍ̭

1 ◊✲ࡢ⫼ᬒ
ࡇࡢ◊✲ᐊࡣࠊ⣲⢏Ꮚ◊✲ࢆ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࣇࣟࣥ
ࢸຍ㏿ჾᑠᆺࢸ࣮ࣈࣝࢺࢵࣉᐇ㦂ࡢ୧ഃ
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⏺᭱㧗࢚ࢿࣝࢠ࣮ LHC ࡛ࡢ⣲⢏Ꮚ◊✲;
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蘆田研究室
蘆田 祐人 准教授

いつつ、これら非平衡強相関現象の解明を目指し

1 研究の背景

て研究を行っています。例えば、着目系と環境間

量子力学の世界では、系のミクロな情報を得る
ことの代償として、ハイゼンベルグの不確定性関

の量子もつれを解く新しいユニタリ変換を構築し、

係に起因する測定の反作用が量子ダイナミクスに

一般の非摂動開放系に適用可能な解析手法を開発

本質的な影響を及ぼします。近年の原子・分子・光

しています。これを応用し、従来の量子系では知

物理分野における革新的な実験技術の進歩により、

られていない新奇な非平衡強相関現象が生じる可

大自由度の量子系 - 量子多体系 - を単一量子レベ

能性を指摘しています。

ルで観測/制御することが可能となりました。ミク

・量子光による量子多体系の制御

ロな運動の詳細は観測/制御できないという仮定の

近年、外部自由度との相互作用を用いて量子多

もとに成立してきた従来の多体系の枠組みは、こ

体系を制御する可能性が盛んに研究されています。

のような状況では破綻し、異なる一般原理に基づ

特に、古典光を用いて過渡的な物性変化を探る研

いた基礎学理の開拓が必要となります。

究がこれまで精力的に行われてきました。一方で
「量子性を有した光」による量子多体系制御の可能

一方で、観測/制御下における量子系の研究は、
これまで量子光学の分野で主として少数自由度系

性については多くが未開拓です。伝統的には、こ

を対象に精力的にされてきました。本研究室では、

のような量子光-物質相互作用は人工量子ビットな

これら二つの分野 - 量子多体物理と量子光学 - の

ど少数自由度の系を中心に研究されてきましたが、

境界領域における理論研究を行っています。

最近の実験技術の発展により固体などの多体系で
も量子光-物質強結合が実現しつつあります。我々

2 最近の研究テーマ

は、量子多体系と量子的な光を強く相互作用させ

・非平衡開放系の物理

ることで、物質相の制御を行う可能性を探求して

外界環境や観測者の影響下の物理系は「非平衡

います。特に、これまでの研究が光-物質相互作用

開放系」として記述されます。我々は非平衡開放

の強結合領域で正当化困難な仮定のもとになされ

系の基礎的側面に着目し、従来の枠組みを超えた

てきたのに対し、我々は曖昧さの残る近似や仮定

新奇な物理現象の解明を目指しています。例えば、

に頼らない理論の構築を目指しています。

開放系のうち特に非エルミート系に着目し、量子

3 今後の展開

臨界現象やトポロジカル物性などの枠組みを拡張

量子多体物理と量子光学の融合により、物理学

することで、エルミート系に類のない新たな物理

の新たなフロンティアを開拓してゆきます。近年

現象を探求しています。非ユニタリ系に特有な、量

取り組みつつある機械学習の手法も用い、基礎か

子測定で誘起される新しい相転移やダイナミクス

ら応用まで幅広く見据えた研究を展開します。

の解明にも取り組んでいます。またアクティブマ
ターなど古典非平衡系の対応現象も含め、量子か

量子光による量子多体系の制御

ら古典まで広く見据えた研究を行っています。

光

・非摂動開放系の物理

超強結合

環境と強く結合した非摂動開放量子系では（上
物質

述のクラスの開放系とは異なり）ダイナミクスが

相転移

本質的に非マルコフとなり、環境自由度まで陽に
含めた記述が必要となります。これら非摂動開放

量子性を有した光に基づく量子多体系の制御。共

量子系は、平衡領域では概ね理解が確立されてい

振器中に閉じ込められた真空電磁場の量子揺らぎ

ます。一方、非平衡領域では、原子・分子・光分

と物質中の集団励起を超強結合させることで、無秩

野の実験技術が目覚ましく進んでいるものの、理

序相から秩序相への量子相転移が生じ得る。Phys.

論的な理解はその解析の困難さ故に多くが未解明

Rev. X 10, 041027 (2020) より転載。

です。我々は、必要に応じて新たな手法開発も行
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安東研究室
安東 正樹 准教授

道村 唯太 助教

当研究室では「重力波物理学・相対論実験」の
研究を進めている．特に，
「重力波天文学」の分野
を切り拓くことが現在の中心テーマであり，大型
低温重力波望遠鏡 KAGRA の建設，および，重力
波の観測技術に関する研究を精力的に進めている．

1. 重力波による新しい天文学・物理学
重力波は「時空のさざ波」とも呼ばれ，質量の
激しい加速度運動などで生じた時空の歪みが波と
して空間を伝搬するものである．重力波は，物質

2009 年に打ち上げられた SDS-1 衛星．当研究室

に対する強い透過力を持ち，誕生直後の宇宙の姿

開発の超小型重力波望遠鏡 SWIM を搭載していた．

や，超新星爆発や連星合体などの高エネルギー天
体現象の中心部を直接観測することを可能にする．
またそれにより，地上の実験で再現することが困

置や偏波を特定することが必要である．そのため，

難な極限状態 (高エネルギー，高密度，強重力場，

LIGO 以外にも世界各地で高い感度を持つ次世代

強磁場) の現象を調べ，物理学のフロンティアを切

レーザー干渉計の建設が進められている．日本で

り拓くことも期待されている．

も，大型低温重力波望遠鏡 KAGRA (かぐら) が岐

物理学や天文学の大きな目標の１つは，宇宙の

阜県・神岡の地下サイトに建設され，2020 年に観

はじまり・進化と未来，そして，私たちの宇宙を支

測運転を開始している．KAGRA も含めた国際観

配する究極の法則を理解することであろう．重力

測ネットワークの形成により，
「重力波天文学」で

波は，新しい宇宙の姿を私たちにもたらすことで，

宇宙に対して新たな知見が得られると期待されて

それらに直接迫る手段となる可能性をもっている．

いる．

2. 重力波天文学の幕あけ

3. 重力波研究のひろがり

重力波の存在は，一般相対性理論の帰結の 1 つ

重力波望遠鏡では，10−23 程度の歪み量といった

として，1916 年にアインシュタインによって予言

微弱な効果を観測するための極限的な計測技術が

された．米国の LIGO プロジェクトは, 2015 年 9

用いられており，それ自身が興味深い研究対象に

月にブラックホール連星の合体から放射される重

も成り得る．光スクイージングなどの量子光学的

力波信号を捕え，重力波を用いた新たな天文学が

な手法，熱雑音の低減のための冷却技術などを用

幕をあけた．本格的な天文学的知見を得るために

いることで，高精度の周波数基準，巨視的な物体

は，複数台の望遠鏡で同時に信号を捕え，その位

の量子力学，相対論・重力法則の検証，といった
精密計測実験研究への広がりももたらされている．
初期宇宙の直接観測を目指して，将来宇宙に重力
波望遠鏡を打ち上げる計画も進められている (欧米
の LISA 計画や日本の DECIGO 計画)．当研究室
では，そのための宇宙技術の基礎研究開発も進めて
おり，2009 年には，小型の重力波望遠鏡モジュー
ル SWIM の打ち上げと宇宙実証に成功している．
私たちは，重力波の研究や，その観測に必要な
先進的な技術の研究開発を通じて，物理学のフロ
ンティアを押し広げたいと考えています．

大型低温重力波望遠鏡 KAGRA の概念図．

研究室の HP：http://granite.phys.s.u-tokyo.ac.jp/
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ֶྗܭͷجຊతΛ͢ڀݚΔ͜ͱͰ͖Δɻࢲ

3 ࠓޙͷల։

ͨͪྫྷ٫ؾࢠݪମΛࡐʹɺ༷ʑͳྔࢠଟମ

ใʢೝࣝʣ
ɾֶɾੜ໋ΛؚΉ͍ࢹ͔Βɺ

ཧͷղ໌Λࢦͯ͠ʹڀݚऔΓΜͰ͍Δɻ

ཧݱͷֶૅجཧͷཧղͱͦͷීวੑΛ୳͢ڀΔɻ

࠷ۙͷͰڀݚɺྔࢠ։์͚͓ʹܥΔඇฏߧμ
 Hermitian

ΠφϛΫε͓Αͼྔࢠଟମͷղ໌ʹऔΓΜ

EF

Ͱ͍Δɻ࣮ۙ͞ݱΕ࣮ٕͨݧज़Ͱ͋Δྔࢠؾମ

E

E−

E+

 Non-Hermitian

ݦඍڸɺଟମಈؔΛ 1 ࢠݪͷϨϕϧͰਫ਼ີ

ImE

ʹଌఆ͢Δ͜ͱΛՄʹͨ͠ɻ·ͨɺʹܥࢠݪ
ίϯτϩʔϧ͞Εͨࢄҳ͕ಋೖͰ͖ΔͨΊɺྫྷ٫

EB

ReE

ؾࢠݪମඇฏߧ։์ܥΛ͢ڀݚΔ֨ͷϓϥο
τϑΥʔϜͱͳ͍ͬͯΔɻ͜ͷΑ͏ͳ͍͓ͯʹܥ
ྔࢠଌఆͷ࡞༻͕Ҿ͖͢͜ىඇϢχλϦʔμΠ

ਤɿඇΤϧϛʔτݱ͍͓ͯʹܥΕΔ৽ͨͳτϙϩ

φϛΫε͕ैདྷͷଟମཧΛ͍͔ʹมߋ͢Δ͔ͱ

δΧϧ૬ɻΤϧϛʔτͰܥઈԑମ্࣮࣠ͷό

͍͏جຊతͳͷΈͳΒͣɺΑΓ͍ҙຯͰͷ

ϯυΪϟοϓʹΑͬͯಛ͚ͮΒΕΔ͕ [(a)]ɺඇ

ඇฏߧ։์͚͓ʹܥΔීวੑ૬ߏΛͯ͠ڀݚ

ΤϧϛʔτͰܥΤωϧΪʔ͕ෳૉͱͳΔͨΊ

͍Δɻ࠷ۙɺࢲͨͪɺඇฏߧ։์ܥͷॏཁͳΫ
ϥεͷҰͭͰ͋ΔඇΤϧϛʔτ͢ݱ࣮ͰܥΔτϙ

ʹɺόϯυߏ͕͋Δ EB ͷपΓʹ͖͘רτϙ

ϩδΧϧ૬ͷྨΛߦͬͨɻඇΤϧϛʔτͰܥ

ϩδΧϧߏ͕ՄͱͳΔ [(b)]ɻPhys. Rev. X 8,

ΤωϧΪʔݻ༗͕ෳૉͱͳΔͨΊɺΤϧϛʔ

031079 (2018) ΑΓసࡌɻPhys. Rev. X 9, 041015

τʹܥଘࡏ͠ͳ͍৽ͨͳΪϟοϓߏͱτϙϩ

(2019) ࢀর͞Ε͍ͨɻ

δʔ͕ݱΕΔʢӈਤʣɻ͞Βʹɺྔࢠଟମʹܥର͢
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プラズマ中の電子を加速することができ、加速さ

1 プラズマ物理学と核融合科学の魅力

れた電子は電流を担い磁場を生成し、トマカク配

プラズマとは荷電粒子の集合である。各粒子は
磁場、電場の中で複雑な軌道を描くだけでなく、電

位を形成する。現在までに 27 kA の電流駆動に成

場と磁場を自ら生成し相互作用する。この相互作

功しているが、このような大電流の駆動には、種々

用により、種々の非線形現象が生まれる。一方、粒

の波動物理が関わっている。プラズマ中で存在可

子の集合は衝突、拡散によって熱平衡状態に近づ

能な波は特定の条件を満たす必要があり、特に大

こうとするが、高温プラズマでは、衝突・拡散が

きな密度勾配、磁場勾配をもつ核融合プラズマ中

小さく、熱平衡状態からはるかに離れた状態が容

での波の励起と伝搬は複雑である。すなわち、波

易に実現される。すなわち、プラズマは非線形非

はプラズマから影響を受ける。逆に、波で加速さ

平衡系である。

れた電子は、電流を担い、磁場生成を通してプラ

核融合反応は、高エネルギーの原子核が衝突し、

ズマに大きな影響を与える。結果的に、波とプラ

融合する反応であるが、原子核は正の電荷をもつ

ズマと磁場は高度に自律的で非線形な系を構成す

ため、原子核に数十 keV のエネルギーを持たせて

る。このような系を理解し、最適化することがプラ

衝突させることで

核力の及ぶ距離まで近づける

ズマにおける波動物理の役割である。最適な波を

必要がある。このようなエネルギーでは、構成粒

効率よく励起するにはアンテナが重要であり、当

子は電離した原子核、イオン、電子から構成され

研究室では、様々なタイプのアンテナ、世界で唯

るプラズマ状態になる。プラズマを理解し制御す

一のアンテナを開発してきた。図 2 に、現在用い

ることで超高温状態を実現し、核融合反応を起こ

られているアンテナの写真を示す。

させて、エネルギー源と利用することが核融合科
学の目標である。

2 主なの研究テーマ
当研究室は TST-2 球状トマカク型装置（図１）
を有しており、現在稼働中の国内のトカマク型装
置では最も高温のプラズマを生成できる装置であ
る。ここでは、主に２つのテーマで研究を行って
いる。
図２：TST-２装置内に設置されたアンテナの写真
二つ目の研究テーマは、球状トカマク配位であ
る。名前の由来はプラズマの外形が球に近いため
であるが、この配位は従来型のトマカクと比べて
大きな磁場勾配を持つため、安定性、粒子軌道、波
動伝搬にこれまでとは異なる特徴がある。これら
の特徴は高圧力プラズマの実現を容易にする点で
魅力的である。一方で、独特な不安定性を示すな
どの短所もあり、未解明な部分も多々ある。これ
らの未解明な部分を明らかにすることは球状トカ
マク配位研究の重要なテーマである。また、さら

図１：TST-２装置

に魅力的な配位の発見も可能ではないかと我々は
一つ目の研究テーマは、高周波波動による電流

考えており、より高度な形状制御を試みている。

駆動である。高周波波動が特定の条件を満たすと
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Ԭాࣨڀݚ
Ԭా ߁ࢤڭतɹӿ ࠤࢠॿڭɹ࡚ ڭॿޗܓ

1 զʑͷඪɿੜ໋ͱԿ͔
͔͠ɺࡉ๔ͷߏͰ͋ΔλϯύΫ࣭ࢷɺ֩

3 ࠷ۙͷڀݚɿ
ʮੜ͖͍ͯΔʯͷཧతҙຯ
͜Ε·ͰλϯύΫ࣭ࢠ (߬ૉ) ͷڀݚɺࢼݧ
ͷத (in vitro ͱ͍͍·͢) ͰߦΘΕ͖ͯ·ͨ͠ɻ

ࢎΛࠞͥ߹Θ͚ͤͨͩͰɺੜ໋ੜ͡·ͤΜɻੜ

͔͠͠ɺࡉ๔ͷதɺ༷ʑͳλϯύΫ࣭ࢠ͕ຬ

໋ͱԿ͔Λཧͷݴ༿Ͱཧղ͢Δ͜ͱ͕ɺੜ

һిंͷΑ͏ͳີͰ٧Ίࠐ·Εͨࠞࡶঢ়ଶʹ͋

ཧֶͷۃڀͷඪͰ͢ɻ

Γ·͢ɻͦͷΑ͏ͳࠞࡶͰڥɺλϯύΫ࣭ࢠ

ੜ໋ͷجຊ୯Ґࡉ๔ͩͱߟ͑ΒΕ͍ͯ·͢ɻ͠

 in vitro ͱಉ༷ʹৼΔ͏ͷͰ͠ΐ͏͔ʁɹ
ͦ͜Ͱɺࡉ๔ͷதͰλϯύΫ࣭ࢠ 1  ݸ1 ͕ݸ

2 ͜Ε·Ͱͷڀݚɿͯݟɺଌͬͯɺཧ͢Δ
ࢲͨͪɺੜ໋ݱ͕Ӧ·Ε͍ͯΔݱΛࣗ

࣌ʹ֦ࢄ͠ɺ࣌ʹࡉ๔ͷߏͱ݁߹ͯ͠ػ

ͷͰ͑ߟͯݟΔͱ͍͏࢟Λେࣄʹ͠ɺੈք࠷

͢Δ༷ࢠΛϦΞϧλΠϜʹݟΔ͜ͱ͕ग़དྷΔ

ߴͷղ૾ݦඍڸͷ։ൃͳͲɺಠࣗͷΠϝʔδ

ݦඍڸΛߏங͠ɺܭଌΛߦ͍ͬͯ·͢ɻ͢Δͱɺੜ

ϯάٕज़ͷ։ൃͱɺͦΕΛ༻͍ͨੜ໋ݱͷ؍ɾ

͖ͨࡉ๔ͷதͰͷλϯύΫ࣭ࢠͷԠͱ in

ܭଌɺཧతཧղΛߦ͖ͬͯ·ͨ͠ɻ

vitro ͰͷԠ͕ҟͳΔ͜ͱɺࢮΜͩࡉ๔ͷத

ͨͱ͑ɺࢲͨͪ͜Ε·ͰɺλϯύΫ࣭ࢠ

Ͱɺڥͷࠞࡶ۩߹มΘΒͳ͍ͷʹɺԠ

ͷ̍ػ͕ݸ̍ݸ͢Δ༷ࢠΛ͠؍ɺૢ

͕ in vitro ʹۙͮ͘͜ͱͳͲ͕͔͖ͬͯ·͠

࡞͢Δٕज़Λ։ൃ͠ɺܭଌ݁ՌΛར༻ͯ͠ɺཧ

ͨɻʮੜ͖͍ͯΔʯࡉ๔ಛผͳͷͰ͢ʂ

ϞσϧΛߏஙɾ͢ূݕΔ͜ͱͰɺλϯύΫ࣭ࢠ

ͦͷ݁ՌͲͷΑ͏ͳཧֶͰཧղ͞ΕΔ͖

Ϟʔλʔ͕ϒϥϯӡಈΛྲྀ͢ΔϒϥχΞϯϥ

Ͱ͠ΐ͏͔ʁɹैདྷɺྗֶɾ౷ֶྗܭΛ༻͍ͯɺ

νΣοτͰߏػಈ͘͜ͱΛੈքͰॳΊͯࣔ͠ɺʮϚ

߬ૉͷೱɺ࣭جͷೱɺԠʹΑΔࣗ༝Τωϧ

ΫεΣϧͷѱຐʯͷҰछͰ͋Δ͜ͱΛ໌Β͔ʹ

ΪʔมԽͳͲ͕ٞ͞Ε͖ͯ·ͨ͠ɻͰɺ߬ૉ

͖ͯ͠·ͨ͠ɻ

ࢠ 1 ࣭ج͕ݸࢠ 1 ͱݸԠ͢Δͱ͖ɺʮೱʯ

·ͨɺಉ༷ͷΞϓϩʔνΛಈͷࣇ (ॳظ

ʮࣗ༝ΤωϧΪʔʯͳͲͷྗֶྔԿΛҙຯ

ᡢ) ʹద༻͠ɺྲྀମྗֶʹͮ͘جղੳɾߟʹΑͬ

͢ΔͷͰ͠ΐ͏ʁɹ͜ͷΑ͏ͳখࢠʹܥର͢

ͯɺࠨӈରশͳཛࡉ๔͔ΒͲͷΑ͏ʹͯ͠ࠨӈඇ

Δඇฏߧཧֶͷཧ͕ 2000 ࠒ͔Βൃల͖ͯ͠

ରশͳମ (ͨͱ͑৺ଁ͕ࠨʹ͋Δ) ͕ੜ͡Δ͔

·ͨ͠ɻ͜ͷ৽͍͠ཧతΈΛ༻͍ͯɺੜ͖

ͱ͍͏ൃੜֶͷͷجຊ (ੜֶతͳରশੑ

͍ͯΔࡉ๔ͱࢮΜͩࡉ๔ͷҧ͍͕આ໌Ͱ͖ΔͷͰ

ͷഁΕ) Λղܾ͠ɺڭՊॻΛॻ͖͑ΔՌΛಘ·

ͳ͍͔ͱظͯ͠ڀݚΛਐΊ͍ͯ·͢ɻ

ͨ͠ɻ

4 ࠓޙͷల։ɿະͷϑϩϯςΟΞ
͜ͷΑ͏ʹɺಠࣗͷൃͰ։ൃͨ͠ݦඍڸΛ༻
͍ͯࡉ๔Λ͢؍Δͱɺͦ͜ʹ·ͩ୭ͨ͜ݟ
ͱ͕ͳ͍ੈք͕֦͕͍ͬͯͯɺࡉ๔ͷதैདྷͷ
ڭՊॻʹඳ͔Ε͍ͯΔͷͱશ͘ҟͳΔະͷ
ੈքͰ͋Δ͜ͱΛ࣮ͤ͞ײΒΕ·͢ɻࢲͨͪͱڞ
ʹɺࣗͷखͰ࣮͠ݧɺࣗͷͰͯݟɺࣗͷ
಄Ͱߟ͑Δ͜ͱͰɺະͷੈքΛ୳͠ٻɺલਓະ
౿ͷϑϩϯςΟΞΛΓ͍ͯΈ·ͤΜ͔ʁ
ࠨɿ์ࣹޫ࣮ࢪݧઃ SPring-8 Ͱͷ࣮ݧͷ༷ࢠɹ

ࣨڀݚϗʔϜϖʔδɿ

ɹӈɿߏஙதͷݦඍܥֶޫڸ

http://www.okada-lab.phys.s.u-tokyo.ac.jp/

ɹ

36

Ԭຊࣨڀݚ
Ԭຊ ప ।ڭतɹᐩ ཾҰ ॿڭ

ࠨهͷڀݚͷ΄͔ʹɺಋମք໘ͷೋ࣍ࢠిݩ

1. ೋ࣍ݩͷੈքͷిࢠ

͚͓ʹܥΔిࢠؒ૬༻࡞ޓɾ࣓ੑɾྔࢠ૬సҠͷݚ

ʮೋ࣍ݩͷੈքʯͱ͍ͬͯΞχϝήʔϜͷ
Ͱ͋Γ·ͤΜɻࢠɺࢠݪɺిࢠɺͳ֩ࢠݪ

ڀɺࢠݪҰݸఔͷް͞ͷۚଐബບͷಋɾ

ͲͷϛΫϩͳཻࢠͷੑ࣭͕Θ͔͍ͬͯͯɺͦͷ

࣓ੑͷͲͳڀݚߦ͍ͬͯ·͢ɻৄࡉʹ͍ͭͯ

ू߹ঢ়ଶͷॾੑ࣭Λղ໌͢Δ͜ͱ༰қͰ͋Γ

http://dolphin.phys.s.u-tokyo.ac.jp Λ͝ཡԼ͍͞ɻ

·ͤΜɻ
ʮੑཧֶʯ͕ରͱ͢Δͷɺ͜͏͠
1.4

ᑐゅᢠ⋡ρxx (kΩ)

ಋͳͲ͕ͳ͡Έਂ͍͔ͱࢥ͍·͢ɻࢲͨͪ
ͷͰࣨڀݚɺಋମͷք໘ද໘Λͬͯిࢠ
Λʮೋ࣍ݩͷੈքʯʹด͡ࠐΊͯɺͦͷूஂతৼ
Δ͍Λ͢·͍ͯ͠ڀݚɻ

2. ಋମද໘ͷೋ࣍ࢠྔͱܥࢠిݩϗʔϧޮՌ
͜Ε·Ͱɺೋͭͷϊʔϕϧཧֶ͕ೋ࣍ిݩ

1.2

i=4

(a)

i=5

1.0

h
ie2

0.8
0.6

4

ρxx

2
1

00

2

4

6

8

☢ሙB (T)

ͣΕಋମσόΠεͷதʹด͡ࠐΊΒΕͨք໘
ೋ࣍ܥࢠిݩͷిؾ߅ʹؔ͢ΔͷͰͨ͠ɻ͜

5
3

0.2

ࢠʹ͓͚Δൃʹݟରͯ͠༩͑ΒΕ͍ͯ·͕͢ɺ͍

7
6

RH

T = 4.2 K

0.4

8

࣮࣍ࣝᢠRH (kΩ)

ͨϚΫϩͳ࣭தʹݟΒΕΔॾݱͰ͋Γɺ࣓ੑ

0

(b)

Εʹରͯ͠࠷ۙࢲͨͪͷͰࣨڀݚɺۃԹɾ
ߴਅۭԼͰ͖։ͯ͠ಘΒΕͨද໘ʹඍྔͷۚଐ
ࢠݪΛͤΔ͜ͱʹΑͬͯ࡞ΒΕΔೋ࣍ܥࢠిݩ
ͷڀݚΛߦ͍ͬͯ·͢ɻ
ਤ̍ (a) ʹද໘ೋ࣍؍Ͱܥݩଌ͞Εͨྔࢠϗʔϧ
ޮՌͷ࣮ྫݧΛࣔ͠·͢ɻਤ̍ (b) ͷΑ͏ʹɺInSb
͖։ද໘ʹඍྔͷమࢠݪΛৠண͢Δ͜ͱʹΑͬ

5 nm

ͯೋ࣍ࢠిݩΛ༠ͨ͠·͠ىɻ࣓தʹ͓͔Εͨ
࣭ʹిྲྀΛྲྀ͢ͱɺిྲྀํ͚ͩͰͳ͘ɺి

(c)

ྲྀ͓Αͼ࣓ʹަ͢Δํʹిѹʢϗʔϧిѹʣ
dI/dV (a. u.)

͕ੜ͡·͢ɻ͜ͷݱϗʔϧޮՌͱͯ͠ΒΕ
͍ͯ·͕͢ɺϗʔϧిѹͱిྲྀͷൺɺ͢ͳΘͪϗʔ
2

ϧ߅͕શʹྔࢠԽ͞Εͨʢཧఆ h/e Λ
·ͨͰׂͬͨʣΛࣔ͢ͷ͕ྔࢠϗʔ
ϧޮՌͰ͢ɻ͜ΕɺిࢠͷӡಈΤωϧΪʔ͕ڧ

B=0T

-100

ʹྔࢠԽ͞ΕΔ͜ͱ͔Βੜ͡Δɺʮೋ࣍ݩͷੈքʯ
͚ͩͰݟΒΕΔݱͰ͢ɻ
ք໘ͷೋ࣍ͱܥݩରরతʹɺද໘ͰϚΠΫ

E2

LL0
B = 10 T

࣓தͰϥϯμ४ҐͱݺΕΔͱͼͱͼͷ

EF

E1

ΔVDOS

-50

LL1

ΔVDOS

V (mV)

0

50

ਤ̍ɿ(a) ೋ͚͓࣍ʹܥࢠిݩΔྔࢠϗʔϧޮՌɻ

ϩϓϩʔϒͰ “৮ΕΔ” ָ͠Έ͕͋Γ·͢ɻ

(b) STM ૾ɻϥϯμϜͳࠇ ؙ͕Fe ࢠݪɻ(c) ಉҰ

ࠪτϯωϧݦඍڸΛ༻͍ΔͱɺߏͰ͚ͩ؍

ࢼྉͰଌఆ͞Εͨϥϯμ४Ґɻ

ͳ͘ɺτϯωϧిྲྀͷిѹґଘੑ͔Βిࢠঢ়ଶີ
εϖΫτϧΛௐΔ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻਤ̍ (c) ͷ

B = 10 T ͷάϥϑਤ̍ (a)(b) ͱಉ͡ࢼྉͰϥ
ϯμ४ҐΛ؍ଌͨ݁͠ՌͰ͢ɻ
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খࣨڀݚܗ
খ ܗਖ਼உ ڭतɺদӜ ߂ହ ॿڭ

খͰࣨڀݚܗɺੑཧֶʹؔ͢Δཧతݚ

ʹԠͯ͡͞·͟·Ͱɺʹదͨ͠৽͍͠

ڀΛߦ͍ͬͯΔɻ

ख๏Λ։ൃͯ͠༻͍Δ͜ͱʹͳΔɻ۩ମతʹɺ

ϚΫϩຢϝκతͳεέʔϧͰࢠݪిࢠ͕ू

ͷཧతख๏ɺີݫղɺม๏ɺػࢉܭγϛϡϨʔ

·ͬͨ߹ʹɺ୯ͳΔγϡϨσΟϯΨʔํఔࣜͰ

γϣϯͳͲͷํ๏ΛΈ߹Θͤͯ༻͍͍ͯΔɻ

هड़Ͱ͖ͳ͍Α͏ͳৼΔ͍Λ͢Δɻͨͱ͑
࠷ۙͷڀݚςʔϚ

૬సҠݱࢹڊతͳྔࢠίώʔϨϯεঢ়ଶͷ࣮
͋ͰͲͳݱΔɻੑཧֶɺ·ͨڽॖܥཧֶ

(1) ߴԹಋ

ͱݺΕΔɺ͜ͷෳࡶ͔ͭଟ༷ͳཧݱ

ߴԹಋͱ͍͏௨ৗͷۚଐͱશ͘ҟͳͬͨಛ

Λ͢ٻΔͱ͍͏ͱ͜Ζʹڵຯͷ͕ࠜ͋ݯΔɻ

ҟͳੑ࣭Λɺڧ૬ؔ·͍ͨڧεϐϯΏΒ͗ɾిՙ

࣭ͱ͍͏ৗతͳͷͷதʹɺ͍Ζ͍ΖͳՄੑ

ΏΒ͗ʹىҼ͢Δͷͱߟ͍͑ͯͯ͠ڀݚΔɻͱ

͕·ؚΕ͓ͯΓɺ࣮ʹݧΑ͖ͬͯͰূݕΔͳົح

͘ʹϞοτઈԑମͱ͍͏ɺڧ૬ؔಛ༗ͷঢ়ଶΛਂ

(༧֎ͳ) ݱΛϛΫϩʹཧղ͢Δ͜ͱΛ௨ͯ͠ɺ

͘ߟ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɺ৽ͨͳཧཧͷฏ

৽͍͠๏ଇ֓೦Λݟग़͢͜ͱΛඪʹ͍ͯ͠Δɻ

Λࢦ͍ͯ͠Δɻ

զʑͷͰࣨڀݚѻ͍ͬͯΔରɺۚଐɾઈԑ

(2) ৽͍͠τϙϩδΧϧঢ়ଶ

ମɾಋɾྲྀಈͳͲͰɺͱ͘ʹྔࢠޮՌ͕Ͱ

εϐϯيಓ૬͍͍ͯޮ͕༻࡞ޓΔΑ͏ͳ࣭Ͱ

͑ݟΔޮՌͱͯ͠ݱΕΔͷʹڵຯΛ࣋ͬͯڀݚ

৽͍͠ྔࢠঢ়ଶ͕ੜ·Ε͓ͯΓɺ͜Εʹ͍ͭͯ

͍ͯ͠Δɻ௨ৗͷۚଐதͷిࢠʹؔͯ͠ɺϑΣϧ

ඍࢹతͳ͔؍ΒͷཧΛߏங͍ͯ͠Δɻͨͱ͑

ϛॖୀͱ͍͏ۃΊͯྔࢠྗֶతͳঢ়ଶʹ͋Γɺ͞

ɺσΟϥοΫϊʔμϧϥΠϯͳͲͷ৽͍͠τϙϩ

ΒʹΫʔϩϯ૬ʹ༻࡞ޓΑͬͯ 1 ͭͷిࢠͷӡಈ

δΧϧ࣭ͷ։ɺيಓଳ࣓ͷҰൠɺΧΠϥ

͕ଞͷిࢠʹ͘ڧ૬ؔΛ࣋ͪͭͭӡಈ͢Δͱ͍͏

ϧιϦτϯ֨ࢠͷμΠφϛΫεͷͳͲ͕͋Δɻ

ʰڧ૬ؔʱͷঢ়ଶʹͳ͍ͬͯΔɻ·ͨεϐϯʹΑͬ

(3) ݻମதͷσΟϥοΫిࢠ

ͯੜ͡Δ࣓ڧੑ (࣓ੴ) ͳͲݹయྗֶͷൣғͰ
ཧతʹཧղͰ͖ͳ͍ͷͰ͋Γɺ७ਮʹྔࢠ

άϥϑΣϯɺ͋Δछͷ༗ػಋମɺBiʢϏεϚ

ྗֶతޮՌʹΑΔͷͰ͋Δ͜ͱ͕؆୯ʹࣔ͞Ε

εʣʹ͓͍ͯɺిࢠͷӡಈ͕૬ରతྔࢠྗֶʹ

Δɻ͜ΕΒͷͱ͘ʹ͍ڧ૬ؔΛ࣋ͭిࢠͳܥ

͓͚ΔσΟϥοΫํఔࣜͱશ͘ಉ͡هͰࣜܗड़͞

ͲΛཧతʹͲͷΑ͏ʹऔΓѻͬͨΒΑ͍͔ͱ͍

ΕΔɻ͜͏ͨ͠ݻମதͷσΟϥοΫిࢠͰɺ͜Ε

͏ɺʹΘͨΔཧཧֶͷະղܾͷ

·Ͱʹͳ͍৽͍͠ݱ͕ݱΕΔͱ༧͞ΕΔɻ࠷

ʹͳ͍ͬͯΔɻैͬͯɺڧ૬ؔͷͷղ໌ͷ

ۙɺσΟϥοΫిࢠͱྔࢠి࣓ͱֶؾͷରԠΛ༻

ͨΊͷ৽͍͠ख๏Λ։ൃ͠ɺͦΕͷͨΒ͢ಛҟ

͍ɺڵຯ͋ΔੑΛ։͘͢ڀݚΛߦ͍ͬͯΔɻ

ͳੑΛ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Εɺຊ࣭తʹ

(4) Ԡʹؔ͢Δཧ

৽͍͠ཧͷҰΛ։͢Δ͜ͱʹ͕ܨΔͱߟ

ΤωϧΪʔ࣭தʹ͓͍༷ͯʑͳܗଶͰӡ

͍͑ͯΔɻ

ΕΔɻզʑͷͰࣨڀݚɺಛҟͳిࢠঢ়ଶɾ࣓

ͯ͠ͱࣨڀݚɺຖिͷηϛφʔ͕͋ΔҎ֎ʹ

ؾடংͰͷಋܗଶΛۃݟΊɺඍࢹతͳ͔Β

ɺ֤͕ࣗ΄ͱΜͲಠཱͯ͠ڀݚΛߦ͍ͬͯΔɻࣗ

ͷԠཧͷߏஙΛߦ͍ͬͯΔɻ·ͨɺԹࠩ

Ͱ͜Ε໘നͦ͏ͩͱ͍͏͕͋ΕɺͦΕ

͕ిѹʹม͞ΕΔݱʢθʔϕοΫޮՌʣͷཧ

ΛऔΓ্͛ͯపఈతʹߟ͑Δɻͨͩ͠ɺΑ͍

։ߦ͍ͬͯΔɻ

Λ୳͠ग़͢ͷ͕࠷ॏཁͰ͋Γɺͦͷਓͷη

ϗʔϜϖʔδ https://sites.google.com/hosi.phys.s.u-

ϯε͕ΘΕΔͱ͜ΖͰ͋Δɻ͍༻ʹڀݚΔख๏

tokyo.ac.jp/homepage
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ࣨڀݚܡ
 ܡ๏শ ।ڭतɹ ༟ ॿڭ

1 ڀݚͷ֓ཁ
ຊͰࣨڀݚɺੑཧֶɾ౷ֶྗܭͷૅجత
ͳʹؔ͢ΔཧతڀݚΛߦ͍ͬͯΔɻڀݚ
༰ଟʹذΓɺ࣮ܥݧͷ͔ऀڀݚΒֶऀ·Ͱɺ
෯͍ͷͱऀڀݚͷڞಉڀݚΛߦ͍ͬͯΔ
ಛ৭Ͱ͋Δɻ

• ੑཧ
࣭ͷͤݟΔଟ࠼ͳ૬૬సҠɾྟքݱΛɺ

(ࠨ) Χΰϝ֨ࢠ্ͷ࣓ڧੑମ͕࣓̎ڧੑత
ʹ݁߹ͨ͠ܥɻ(ӈ) Ϛάϊϯͷόϯυߏɻઢ

ݸʑͷϛΫϩͳߏཁૉʹؔ͢Δใ͚͔ͩΒઆ

ɺڥքʹͨ͠ࡏہΤοδঢ়ଶΛࣔ͢ɻ

໌͢Δ͜ͱҰൠʹ͍͕͠ɺͳΔ͘୯७ͳ
ݪཧɾݪଇ͔Βग़ൃͯ͠ཧղ͍ͨ͠ͱߟ͍͑ͯΔɻ
۩ମతʹɺ૬͢༻࡞ޓΔଟମܥʢిࢠܥɺϘκ

2-2. Fermi/Bose-Hubbard ܕͷڀݚ

ϯܥɺεϐϯܥɺʜʣʹ͓͚Δ࣓ੑɾڧ༠ిੑɾྔ

Hubbard ܕɺ͘ݹݻମதͷ૬͢༻࡞ޓΔ

ࢠϗʔϧޮՌɾಋͳͲͷੑͷൃ͢ݱΔϝΧ

ిࢠΛهड़͢ΔཧԽ͞Εͨͯ͠ͱܕɺۙͰ

χζϜͷղ໌ɺ৽ݱحͷཧతͳఏҊΛࢦ͠

ޫֶ֨ࢠதͷࢠݪΛهड़͢Δૅجతͳͯ͠ͱܕɺ

͍ͨɻಉ࣌ʹ৽͍͠ཧతख๏ͷ։ൃੵۃతʹ

ॏཁͳׂΛՌ͖ͨͯͨ͠ɻ͜ͷܕͷϋϛϧτχ

ߦ͍͍ͨͱߟ͍͑ͯΔɻ

Ξϯ୯७Ͱ͋Δ͕ɺͦͷجఈঢ়ଶྗֶతੑ࣭

• ౷ֶྗܭ

ΛௐΔ͜ͱ௨ৗࠔͰ͋ΓɺҰ࣍ݩಛघͳঢ়

ݹయɾྔࢠ౷ֶྗܭͷཧʹ͓͚ΔՄղͳ

͍͓ͯʹگͷΈ݁ͳີݫՌ͕ΒΕ͍ͯΔɻຊڀݚ

ܕͷղ͚ΔϝΧχζϜʹڵຯΛ࣋ͬͯڀݚΛߦͬ

ࣨͰɺࢄͷͳ͍όϯυΛ࣋ͭ Fermi-Hubbard

͍ͯΔɻଟ͘ͷ߹ɺ͜ΕΒͷഎʹޙԿΒ͔ͷ

͚͓ʹܕΔ࣓ڧੑԬ࣓ڧੑͷ SU(n) ରশੑ

ߏ͕જΜͰ͓ΓɺͦͷΑ͏ͳֶత֓೦ͷ

ͷ͋Δ߹ͷ֦ுΛߦͬͨɻ·ͨɺ࠷ۙͰɺε

୳͓ڀΑͼੑྔࢠใͷԠ༻Λߦ͍ͨ

ϐϯࣗ༝Λ࣋ͭ Bose-Hubbard ͚͓ʹܕΔج

͍ͱߟ͍͑ͯΔɻ·ͨඇઢܗɾඇฏߧܥͷ౷ྗܭ

ఈঢ়ଶͷ࣓ੑτϙϩδΧϧͳੑ࣭ʹؔ͢Δڀݚ

ֶʹڵຯΛ͍࣋ͬͯΔɻ

ߦ͍ͬͯΔɻ

2-3. ͦͷଞ
2 ࠷ۙͷڀݚςʔϚ

ϑϥετϨʔτಋͱܥϗʔϧޮՌ/Kitaev 

2-1. ϚάϊϯͷτϙϩδΧϧ૬

࣭/ཚΕͷ͋ΔτϙϩδΧϧઈԑମɾಋମ/ ྔ

ϗʔϧޮՌɺݹయతʹ࣓தͷՙిཻࢠʹಇ

ࢠεϐϯͱܥΤϯλϯάϧϝϯτ/ τϙϩδΧϧ

͘ϩʔϨϯπྗʹΑͬͯҾ͖͜͞ىΕΔޮՌͰɺి

ܽؕɺιϦτϯ/ ֨ࢠϑΣϧϛΦϯͱܥରশੑ

ؾతʹதੑͳཻࢠ (ͨͱ͑ޫࢠϑΥϊϯ) Ͱ

ͷഁΕ/ ύϥϑΣϧϛΦϯܥ/ ྔࢠଟମইঢ়ଶ/

͜ىΒͳ͍ͱߟ͑ΒΕΔɻ͔͠͠ɺຊͰࣨڀݚ࣓

ྔࢠ։์ܥ/ඇΤϧϛʔτྔࢠܥ

ੑମʹ͓͍ͯεϐϯؒͷ૬༻࡞ޓʢDzyaloshinskii-

3 ͜Ε͔Βͷڀݚ
ϚάϊϯྔࢠεϐϯͲͳܥͷϘκϯܥͷτϙ

क୩૬༻࡞ޓʣ͕ɺిؾతʹதੑͳૉྭ( ىϚάϊ
ϯ) ʹԾతͳ࣓ͱͯ͠ಇ͖ɺϗʔϧޮՌΛҾ͖

ϩδΧϧ૬ʹ͍ͭͯɺಛʹిࢠͱܥͷҧ͍ʹண

ͱ͜͢͜ىΛੈքʹઌ͚ͯۦཧతʹఏҊͨ͠ɻ͜

ͯ͠ௐ͍͖͍ͯͨɻ·ͨɺۙ͞Ε͍ͯΔ

ͷϚάϊϯͷϗʔϧޮՌɺྲྀͷϗʔϧޮՌͱ

ػցֶशͷɺੑཧɾ౷ֶྗܭͷԠ༻Λੵۃ

࣮ͯ͠ࡍʹ؍ଌ͞Ε͍ͯΔɻ·ͨɺ࠷ۙిࢠܥ

తʹਐΊ͍ͯΔɻߋʹɺඇฏߧܥࢄҳܥͷμΠ

ʹ͓͚ΔτϙϩδΧϧઈԑମͷɺϚάϊϯ͓ʹܥ

φϛΫεʹ͍ͭͯڵຯΛ͓࣋ͬͯΓɺಛʹՄղ

͚ΔରԠΛཧతʹఏҊ͠ɺͦͷΑ͏ͳܥͷτ

ܕͷ͔؍ΒͷڀݚΛɺҙཉతʹߦ͍͍ͨͱߟ

ϙϩδΧϧෆมྔʹΑΔಛ͚ͮʹޭ͍ͯ͠Δɻ

͍͑ͯΔɻ
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樺島研究室
樺島祥介教授

はじめに

高橋昂助教

我々の研究：情報科学でも More is diﬀerent

我々の研究室では，統計力学にもとづいて情報

物事をその構成要素に分解して理解しようとす

通信や機械学習など情報科学に現われるさまざま

る科学の方法は還元論とよばれます．還元論の根

な問題に取り組んでいます．とはいえ，これだけ

底には階層性の連関の中で下部の理論さえ構築で

では何をやっているかイメージしにくいかもしれ

きれば上部のことはわかる (はず) とする考えがあ

ません．以下では，どういった観点から研究を行っ

ります．こうした観点からすると More is diﬀerent

ているのかについてもう少し詳しく説明します．

は否定的な結論です．でも悪いことばかりではあ

ミクロとマクロをつなぐ

りません．More is diﬀerent は階層毎に質の異な

簡単な例として，気体について考えてみましょ

る法則が成り立ってもよい，ということを示唆し

う．高校でも習いますが，理想気体では圧力を p，

ているからです．たとえば，情報科学では組み合

体積を V ，絶対温度を T とすると平衡状態におい

わせ問題が沢山現れますが，それらをそのまま解

て状態方程式 pV = nRT が成り立ちます ( n, R は

いたり分析したりすることは，しばしば，絶望的

それぞれ物質量，気体定数)．現代人である我々は

に難しい作業になります．ところが，問題のアン

気体が分子という小さな粒子の集合体であること

サンブルや問題サイズを無限に大きくした極限を

をほぼ疑いなく受け入れています．ところで，集

考えると，記述の階層が変わることにより，その

合体ではなくその構成要素である気体分子に目を
 = ma という運
向けると，古典系ではそれらは F

まま解いた場合にはわからなかった問題の性質や

動方程式に従うはずです（量子系ではシュレディ

室ではもっぱらこうした研究を行っています．

ンガー方程式）．同じものを見ているのに，これで

これまでの研究から

解き方が見えてくることがあります．我々の研究

は見方によって対象を支配する方程式が異なって

表現に冗長性（無駄）を持たせることで情報に

しまうことになります．これら 2 つの方程式がど

ノイズ耐性を与える誤り訂正符号は情報化社会を

うやって矛盾なく両立しているのか？こうした問

支える重要な基盤技術です．意外かもしれません

題に取り組んでいるのが統計力学です.

が，数式のレベルでは，一般に，誤り訂正符号は

More is diﬀerent（量は質を変える）
気体は気体分子の集合体と書きましたが，この

特殊な格子上で定義されたイジング模型（磁性体

ような見方はほとんどすべての物事に当てはまり

は，この類似性にもとづいて，低密度パリティ検

ます．物質の究極の構成要素は素粒子ですが，そ

査符号とよばれる高性能な誤り訂正符号の性能を

れらがどのように集まって我々の社会ができてい

物理の相転移概念をもちいて詳細に分析する方法

るかを大雑把に表現してみると

を与えました．また，そうした相転移描像にもと

の数理モデル）とそっくりな形をしています．我々

づいた公開伴暗号も提案しています．

素粒子→原子→分子→細胞→生体組織
→生体→社会→...
といった階層性があることがわかります．では，一
番左に位置する素粒子の支配法則が解き明かされ
れば右側に位置するすべての物事がわかるように
なるのでしょうか？ここは意見が分かれるポイント
ですが，おそらく不可能でしょう．なぜなら，階層
が一つ上がる毎に下の階層の理論では予想もつか

Yg_573.AHeG(Qbd<XOk4/1(
W -f;"+&E*[SRFKc(V]:
U`PT +M9Z=NK!+0642
8^CL\J@%(aj?\V]:^Bi\'
E*[SD>-#,$,h+   
 )*]I

ない現象が上の階層で生じ得ることを統計力学の考
察は示しているからです．物性物理学の泰斗 P.W.

Anderson はこのことを More is diﬀerent（量は質
を変える）と言い表しています．
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᪥ୗ ◊✲ᐊ
᪥ୗ ᬡே ᩍᤵ

ᮌෆ ྖ ຓᩍ

Ᏹᐂࡢጞࡲࡾ㐍ࡢㅦ㏕ࡿ
ࣅࢵࢢࣂࣥᏱᐂㄽࡼࢀࡤࠊᏱᐂࡣࠊ㧗

㧗ᐦᗘ

ࡢཎጞᏱᐂࡽጞࡲࡾࠊ⭾ᙇ࣭෭༷ࢆ⤒࡚⌧ᅾ
⮳ࡿࡉࢀࡿࠋ࡛ࡣࠊࡑࡶࡑࡶ㧗

㧗ᐦᗘࡢཎጞ

Ᏹᐂࡣ࠺ࡸࡗ࡚సࡾฟࡉࢀࡓࡢࡔࢁ࠺㸽ࡑࡋ࡚ࠊ
Ᏹᐂࡢ㐍ࡣఱᨭ㓄ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺㸽ᡃࠎ
ࡣࠊᏱᐂ᭱ྂࡢග࡛࠶ࡿࠕᏱᐂ⫼ᬒᨺᑕࠖࡢほ
ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢㅦࢆゎࡁ᫂ࡍࡇࢆ┠ᣦࡍࠋ
Ᏹᐂ᭱ྂࡢග “Ᏹᐂ⫼ᬒᨺᑕ” ̭㧗 㧗ᐦᗘࡢཎጞ
Ᏹᐂࡣࠊ⭾ᙇ࣭෭༷ࢆ⤒࡚ࠊᏱᐂᡂࡽ࠾ࡼࡑ 38

ᅗ 1㸸Ᏹᐂ㐍ࡢᶍᘧᅗࠋᶓ㍈ࡀ㛫࡛ࠊᕥഃࡀ

ᖺᚋࡼ࠺ࡸࡃගࡀ┤㐍࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿࠋࡇ

Ᏹᐂึᮇࠊྑࡀ⌧ᅾ࡛࠶ࡿࠋ

ࡢ▐㛫ࢆᏱᐂࡢᬕࢀୖࡀࡾࡧࠊࡇࡢࡁⓎ⏕
ࡋ࡚ 138 ൨ᖺࢆ⤒࡚ࡶ࡞࠾ᆅ⌫㝆ࡾὀࡄග (㟁
Ἴ) ࡀࠊࠕᏱᐂ⫼ᬒᨺᑕ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࢀࢆ᭱ඛ➃ࡢ

ศ㔝࠾ࡅࡿඛ➃◊✲ࢆᢸ࠺ࠋSimons Array ࡣ

㟁Ἴᮃ㐲㙾࡛⢭ᐦ

2019 ᖺ 1 ᭶ほ ࢆ㛤ጞࡋࠊ᭱⤊ⓗࡣ 22,000 ࡢ

ᐃࡋࠊཎጞࡢᏱᐂᏱᐂ㐍

ࢆゎࡁ᫂ࡍࡇࡀᙜ◊✲ᐊࡢ◊✲ࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿࠋ
−32

Ᏹᐂᡂࡽ 10

㉸ఏᑟ᳨ฟჾࢆ᧦ࡍࡿ 3 ྎࡢᮃ㐲㙾⩌࡛࠶ࡿ (ᅗ 2)ࠋ

⛊ᚋఱࡀ㉳ࡁࡓࡢ̭ࣥ
㧗ᐦᗘࡢཎ

Simons Observatory ࡣࡑࢀࢆ᭦ᣑᙇࡋࠊ2021 ᖺ
ࡢほ 㛤ጞࢆ┠ᣦࡍࠋ
᭱ඛ➃ᢏ⾡ࢆ⏝࠸ࡓほ ◊✲̭ከࡃࡢᐇ㦂≀⌮Ꮫ

ጞᏱᐂࡀసࡽࢀࡓࠋࡇࡢ௬ㄝࡢỴᐃⓗドᣐ࡞ࡿ

ࡢศ㔝࡛ࡑ࠺࡛࠶ࡿࡼ࠺ࠊᡃࠎࡢศ㔝࠾࠸࡚

ࡢࡀ㔜ຊሙࡢ㔞Ꮚࡺࡽࡂ㉳ᅉࡍࡿࠕཎጞ㔜ຊἼࠖ

ࡶࠊඛ➃ᢏ⾡ࡀ᪂ࡋ࠸≀⌮ࢆ≌ᘬࡋ࡚ࡁࡓࠋᙜ◊✲

࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡀᏱᐂ⫼ᬒᨺᑕ≉Ṧ࡞ࣃࢱ࣮ࣥࢆ

ᐊ࡛ࡣࠊప ࣭㉸ఏᑟᢏ⾡ࢆ㥑ࡋ࡚ࠊḟୡ௦ᐇ㦂

้༳ࡍࡿࠋᡃࠎࡀ᥈⣴ࡍࡿࡇࡢࣃࢱ࣮ࣥࡀ᳨ฟࡉ

ྥࡅࡓ㧗ឤᗘ᳨ฟჾࡢ◊✲㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡿࠋࡲࡓࠊ

ࢀࢀࡤࠊࣥࣇ࣮ࣞࢩࣙࣥᏱᐂㄽࢆド᫂ࡍࡿࡔࡅ

Ᏹᐂ⫼ᬒᨺᑕࡢࢹ࣮ࢱゎᯒ࠾࠸࡚ࡣ㧗ᛶ⬟ィ⟬

࡛࡞ࡃࠊ㔜ຊࡢ㔞Ꮚࡢ☜ㄆ࠸࠺ࠊ⌧௦≀⌮Ꮫ

(High-Performance Computation) ࢩࢫࢸ࣒ࡢ⏝

࠾ࡅࡿ୍ࣈ࣮ࣞࢡࢫ࣮ࣝ࡞ࡿࠋ

ࡀྍḞ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵࡢ୪ิࢥࣥࣆ࣮ࣗࢸࣥ

“ᬯ㯮Ᏹᐂ” ࡢゎ᫂ྥࡅ࡚̭ᡃࠎࡣࠊᏱᐂ⫼ᬒᨺ

ࢢᢏἲࢆ⏝࠸ࡓࢯࣇࢺ࢙࢘㛤Ⓨࢆ⾜࠺ࠋ

−32

ࣇ࣮ࣞࢩࣙࣥ௬ㄝࡼࢀࡤࠊᏱᐂᡂ 10
㛫✵ࡢຍ㏿ᗘⓗ⭾ᙇࡀ㉳ࡁࠊ㧗

ᑕࡢ⢭ᐦ

⛊ࡢ

ᐃࢆ㏻ࡋ࡚ᮍ▱ࡢ⢏Ꮚࡢ᥈⣴Ᏹᐂ㐍

࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢゎ᫂ࡶ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋᆅ⌫ᒆࡃ
㐣⛬࡛ࠊᏱᐂ⫼ᬒᨺᑕࡣࠕᬯ㯮≀㉁ࠖࡼࡿ㔜ຊࣞ
ࣥࢬຠᯝࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࠋࡇࡢຠᯝࢆ ᐃࡍࡿࡇ
࡛ࠊᏱᐂ㐍ࢆ᥈ࡾࠊࡑࢀᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࠕࢽ࣮ࣗ
ࢺࣜࣀࠖࡢ㉁㔞ࢆ ᐃࡍࡿࡇࡀฟ᮶ࡿࠋࡲࡓࠊࡍ
ࡤࡿᮃ㐲㙾࡞ࡢほ

⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ࠊ⌧ᅾࡢᏱ

ᐂ⭾ᙇࢆᨭ㓄ࡍࡿࠕᬯ㯮࢚ࢿࣝࢠ࣮ࠖࡢṇయࢆ᥈
ࡿࠋࡉࡽࠊ
ࠕᬯ㯮ᨺᑕࠖࡤࢀࡿࢽ࣮ࣗࢺࣜࣀ

ᅗ 2㸸ࢳࣜࢱ࣐࢝㧗ᆅᘓタ୰ࡢ Simons Array

ࡢࡼ࠺㍍ࡃ┦స⏝ࡢᙅ࠸ᮍ▱ࡢ⢏ᏊࡀᏑᅾࡍ

ᮃ㐲㙾⩌ (ᡭ๓)ࠋ

ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡀᏱᐂึᮇࡢ⭾ᙇ㐣⛬ཬࡰ
ࡍᚤᙅ࡞ᙳ㡪ࢆ ᐃࡍࡿࡇ࡛ࠊࡑࡢ᥈⣴ࢆ⾜࠺ࠋ
ḟୡ௦ᐇ㦂
ᙜ◊✲ᐊ࡛ࡣࠊᅜ㝿ඹྠᐇ㦂࡛࠶ࡿ Simons Arrayࠊ
ࡉࡽḟୡ௦ࡢ Simons Observatory ཧ⏬ࡋࠊᮏ
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ޒਆࣨڀݚ
ޒਆਅڭतɹా༔հॿڭ

Β͔ʹ͢Δɻ͞Βʹ࢈ۀք͕໘͢Δٕज़՝ʹ

1 ޫཧֶͷల։

ରͯ͠ɺֶཧͷߏஙΛ௨ͨ͡ղܾΛࢦ͍ͯ͠Δɻ

ޫͱԿ͔ͱ͍͏͍ɺӬ͘ਓʑΛଊ͖͑ͯ

2 ޫͰΔࢹڊతྔࢠݱ

ͨɻ19 ੈޙلʹిֶ࣓͕ؾɺ20 ੈʹلݱ
ཧֶͷபͱͳΔྔࢠɺ૬ର͕͠ɺޫͷ

Ϩʔβʔ͔Βग़ͯ͘ΔޫࢠूஂͷΤϯτϩϐʔ

ཧֶ͕Ұ୴ͨ͠ɻ͔͠͠ɺ1960 ͷϨʔβʔ

͕ඇৗʹখ͍͜͞ͱΛΈʹར༻͢Δͱɺ࣭Λ

ͷൃ໌ʹΑΓͨΒ͞Εͨɺ͔ͭ͘ڧίώʔϨϯ

ॠ࣌ʹۃԹʹྫྷ٫Ͱ͖Δɻ͜ͷख๏Λ༻͍ͯɺਅ

τͳޫ͕ɺޫͷཧֶͷ༷૬ΛҰมͤͨ͞ɻՄࢹ

ۭதʹั֫ͨ͠ؾࢠݪମɺಋମதʹޫྭͨ͠ى

ޫɺςϨϏ FM ์ૹͰΘΕΔଳͷి

ిࢠܥΛରͱͯ͠ࢹڊతྔࢠঢ়ଶΛΔ࣮ݧΛ

ʹൺप 7 ܻߴ͘ɺͦͷҐ૬ৼ෯ͷ

ਐΊ͍ͯΔɻྔࢠ౷ܭੑͱ࣭ʹࡏ͢Δ૬࡞ޓ

ࣗࡏͳ੍ޚෆՄͰ͋ͬͨɻ͔͠͠ɺಋମΤ

༻ͱͷ߹ڝɺϘʔεɾΞΠϯγϡλΠϯڽॖͷ

ϨΫτϩχΫεٕज़ͱϨʔβʔٕज़ͷ༥߹ʹΑΓɺ

ྔࢠྗֶతͳ૬సҠʹண͠ɺྔࢠͷຊ࣭ʹഭ

͜Ε͕શʹ੍ޚՄͱͳͬͨɻ͜ͷֵ৽ʹΑΓɺ

Δ͜ͱΛࢦ͍ͯ͠Δɻ ࡏݱ100mK ͷۃԹԼ

Ξτඵʢ10

−18

ͰͷಋମͷϨʔβʔরࣹͱ͍͏ੈքͰϢχʔ

ඵʣͱ͍͏ύϧεޫΛൃੜ͢

Δٕज़ཱ͕֬ͭͭ͋͠Δɻ͜Εɺैདྷ ʡॠؒ ʡ

Ϋͳ࣮ݧΛߦ͍ಋମதͷޫྭ͓ʹܥࢠిͨ͠ى

ݱͱͯ͠ଊ͑ΒΕ͖ͯͨిࢠͷྔࢠ४Ґؒͷ ʡ

͚Δࢹڊతྔࢠڽॖ૬ͷ୳ٻΛਐΊ͍ͯΔɻ

ભҠ ʡͷ༷ࢠΛՄͱ͢Δɻ·ͨɺ16 ܻҎ্

3 ۭ࣌ؒͷରশੑ੍ʹޚΑΔ৽͍͠ྔࢠޫֶ
࠷৽ͷՃٕज़Λ͢ۦΔͱɺޫɾి࣓ͷ

ͷप७ΛͭϨʔβʔޫ࣮͋ͭͭ͠ݱΔɻ
͜Εɺ
ʠ Ұඵ ʡΛఆٛ͢Δߴਫ਼ͷ࣌ؒج४Λ༩

ΑΓখ͍͞εέʔϧͷਓߏΛ࡞Δ͜ͱ͕Ͱ

͑ɺཧجຊఆͷ߃ৗੑҰൠ૬ରͷޮՌɺ

͖Δɻ͜ͷΑ͏ͳφϊߏΛదʹઃ͢ܭΔ͜ͱ

ཧֶͷΛਫ਼ີʹূݕՄͱ͢Δɻ

ʹΑΓɺࣗવքͷ࣭ʹͳ͍ޫֶಛੑΛࣔ͢ ʡਓ
ࡐྉ ʡΛΓग़ͤΔɻͰࣨڀݚɺ࠷ઌͷ

Ͱࣨڀݚɺ͜ͷΑ͏ͳϨʔβʔͷֵ৽ʹΑͬ
ͯ࢝·ͬͨ৽͍͠ཧֶͷʹڀݚऔΓΜͰ͍Δɻ

ඍࡉՃٕज़ɺϨʔβʔՃٕज़ɺ3D ϓϦϯςΟ

ྫ͑ϨʔβʔޫΛͱʹൃੜͤͨ͞ࢵ֎

ϯάɺ3 ࣓࣍ిݩղੳͱ͍ͬͨπʔϧΛ͠ۦɺ

ޫͱݯɺੈքͰτοϓΫϥεͷΤωϧΪʔղ

ͼٴॴہେҬతͳରশੑ੍ޚͷཧͱ͍͏͔؍

Λ༗͢Δඈߦ࣌ؒ֯ܕղޫిࢠޫஔΛ

ΒϑΥτϯΛࣗࡏʹૢΔͨΊͷ৽ݪཧ୳ࡧͱͦͷ

Έ߹Θͤͯɺ࣭ͷඇ༗όϯυߏଌఆͳͲ

࣮ূΛਐΊ͍ͯΔɻࡏݱɺςϥϔϧπ͔Βਅۭࢵ

ΛਐΊ͍ͯΔɻ·ͨߴ͍ύϧεΤωϧΪʔΛ࣋ͭ

֎·Ͱͷ͍ྖҬΛରʹɺਓΩϥϧߏ

ޫݯΛ༻͍ͨߴ࣍ߴௐൃੜٕज़Λར༻͠ɺԠ༻

ɺࡾճճసରশߏʹΑΔϑΥτϯૢ࡞ͷڀݚ

্ॏཁͳྖޫ֎ࢵۃҬʹ͓͚Δ࣭ͷߴਫ਼

ΛਐΊ͓ͯΓɺࣗવքʹ͓͚Δճసରশੑͷҙຯ

۶ંଌఆٕज़ͷ։ൃͳͲΛਐΊ͍ͯΔɻ͜ΕΒ

Λ͢ٻΔɻ

ɺ͍ͣΕ͍ͷ৽͍ٕ͠ज़ͷ൶Λ։͘

ࢀߟ

ͷͱظ͞Ε͍ͯΔɻ

1. ޒਆਅʮࢠݪΛޫͰྫྷ͢-Ϩʔβʔޫ͕͘ۃ
ԹͷੈքʯɹΠϦϡʔϜ, Vol.11 (2) 4-21(1999)

·ͨϨʔβʔͷඈ༂తൃలɺۚଐɺΨϥεɺ
ࡐྉͷߴͳஅ༥ணΛՄʹ͠ɺ࢈ͯ͠ͱۀ

2. ޒਆਅʮޫͰΔݻମͷࢹڊతྔࢠݱʯɹ

ॏཁͳٕज़ʹ͍ͯ͠Δɻ”அ””༥ண”

ཧՊֶ, 40-49 (2004)

ඦҎ্ͷྺ࢙Λ͕࣋ͭɺཧݱͱͯ͠ଊ͑Δ

3. ޒਆਅʮՃ͢ΔޫՊֶͷઌڀݚʯɹՊֶ (ؠ

ͱɺ߹݁ࢠݪͷஅɺಉछ͋Δ͍ҟछͷࢠݪಉ
࢜ͷ݁߹͕جຊͱͳΔɻΑΓϛΫϩͳࢹͰ”ඇ

ॻళ), 76 (10) 1004-1010 (2006)
4. ٢Ԭߴɼޒਆਅɹʮྭࢠىʯଞɹཧֶ෦χϡʔ

ઢ”ܗɺ ”ඇฏߧ” ɺ”։์͏͍ͱ”ܥɺݱཧֶ

ε 2011  9 ݄߸ɺ2012  5 ݄߸

ͷ࠷ઌͷ՝ʹ౸ୡ͢ΔɻͰࣨڀݚ࣭Պ

5. http://www.gono.t.u-tokyo.ac.jp/
6. http://www.ipst.s.u-tokyo.ac.jp/iccpt/index.html

ֶɺϨʔβʔཧɺඍࡉՃٕज़ੳٕज़Λۦ
͠ɺ͜ΕΒͷݱΛޫͱ࣭ͷ૬໌ͯ͠ͱ༻࡞ޓ
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খྛࣨڀݚ
খྛ ݚհ ڭतɹࠤʑ ݈ਓ ॿڭ

1 ڀݚͷഎܠ

ߧঢ়ଶʹର͢ΔใΛ༩͑ͯ͘Ε·͢ɻࢲͨͪɺ

ɹཧֶͷੈքͰɺ20 ੈلલʹྔࢠྗֶͱ͍

ʹΘͨΔٕज़։ൃʹΑͬͯɺੈք࠷ߴϨϕϧ

͏৽ֶ͍͕͠ଧཱͪͯΒΕ·ͨ͠ɻྔࢠྗֶʹ

ͷײΛ࣋ͭଌఆܥΛߏங͠ɺ༷ʑͳϝκείϐο

ΑͬͯɺͦΕҎલʹΑ͔͘Βͳ͔ͬͨࢠݪɾ

Ϋʹܥద༻͖ͯ͠·ͨ͠ɻ

ࢠޫͷੑ࣭ͳͲɺࢲͨͪͷͷճΓʹ͋Δࣗવ

දతͳՌͱͯ͠ɺྔࢠ͚͓ʹܥΔʮΏΒ͗ͷ

ͷΓཱͪΛਫ਼ີʹཧղͰ͖ΔΑ͏ʹͳΓ·ͨ͠ɻ

ఆཧʯʹؔ͢Δ࣮͕͋ݧΓ·͢ɻ͜ͷఆཧ 1990

ྫ͑ɺΨϥε͕ͳͥಁ໌ͳͷ͔ɺۚଐ͕ͳͥޫ

ʹൃ͞ݟΕͨͷͰɺඇฏߧݱΛهड़͢Δ

Λࣹ͢Δͷ͔ɺͳͥిؾΛྲྀ͢ͷ͔ɺ͞Βʹɺ

ͨΊͷ৽͍͠ࢦಋݪཧͰ͢ɻࢲͨͪɺిࢠͷ

మ͕Ͳ͏࣓ͯ͠ੴʹͳΔͷ͔ͳͲΛཧղͰ͖ΔΑ

ಈੑ͕ݦஶʹݱΕΔిࢠׯব[ ܭਤ (a)] ʹ͓͚Δ

͏ʹͳͬͨͷͰ͢ɻ͞ΒʹɺۙɺφϊςΫϊϩ

ిྲྀΏΒ͗ଌఆΛ௨ͯ͡ɺ͜ͷఆཧ͕ྔࢠ͓ʹܥ

δʔͷൃలʹΑͬͯʮφϊཧֶʯͱݺΕΔ

ཱ͍ͯ͢Δ͜ͱΛॳΊ࣮ͯূ͠·ͨ͠ɻ

͕ੜ·Ε·ͨ͠ɻ͜ͷɺ
ʮྔࢠྗֶʹͮج

·ͨɺࢲͨͪɺిࢠΛҰޚ੍ͭͣݸՄͳਓ

͍ͯࣗવݱΛཧղ͢Δʯ͚ͩͰͳ͘ɺ
ʮྔࢠྗֶ

[ ࢠݪਤ (b)] ʹ͓͍ͯɺͨͩҰͭͷిࢠ͔ΒͳΔ

Λར༻ͯࣗ͠વݱΛ੍͢ޚΔʯ͜ͱඪͱ͠

ཧతͳۙ౻ޮՌΛ࣮ͨ͠·͠ݱɻిྲྀΏΒ͗ଌ

͍ͯ·͢ɻ͜ͷʹઓ͢Δ͜ͱɺྔࢠྗֶ

ఆΛߦ͍ɺཧͱͷਫ਼ີͳൺֱʹΑͬͯɺڧ૬ؔ

ͷͨΒ͢৽͍͠ՄੑΛ୳͢ٻΔ͜ͱͱ͑ݴΔ

ݶۃͷྔࢠӷମ͕࣮͞ݱΕ͍ͯΔ͜ͱΛ࣮ূ͠·

Ͱ͠ΐ͏ɻ

ͨ͠ɻ͜ͷՌɺඇฏߧྔࢠଟମߦ͍͓ͯʹܥ

φϊཧֶͰɺ
ʮϝκείϐοΫܥʯͱݺΕ

ΘΕͨ͜Ε·ͰͰ࠷ਫ਼ີͳ࣮͢·͑ݴͱݧɻ

Δඍখͳݻମૉࢠʢిࢠճ࿏෦ʣΛ༻͍ͨڀݚ

3 ࠓޙͷల։

͕ߦʹൃ׆ΘΕ͍ͯ·͢ɻͦͷଟ͘ɺಋମ

ɹࢲͨͪʮΏΒ͗ʯʹ͢Δ͜ͱͰɺ৽ݱ

ۚଐബບΛඍࡉՃͯ͠࡞ΒΕΔۃখͷిࢠճ࿏

Λݟग़͢ͱͱʹɺ࣮ͱݧཧΛਫ਼ີʹൺֱͰ͖

Ͱɺయܕతͳେ͖͞ 1 ϛΫϩϯʢͷໟͷଠ͞

Δਫ਼ີੑཧֶΛ։͖ͯ͠·ͨ͠ɻࡏݱɺ৽

ͷ 100 ͷ 1ʣҎԼͰ͢ɻ͔͠͠ɺͦΕΒ͍͘

͍͠औΓΈͱͯ͠ɺμΠϠϞϯυதͷ֨ࢠܽؕ

͔ͭͷ֎෦ύϥϝʔλʹΑ੍͖ͬͯͰޚΔΑ͏ʹ

ͷҰͭͰ͋Δ NV ηϯλΛ༻͍ͯϝκείϐοΫ

ઃ͞ܭΕ͍ͯΔͰɺ
ʮখ͞ͳ࣮ࣨݧʯͱΈͳ͢͜

ܥͷੑ࣭ΛௐΔڀݚΛਪਐ͍ͯ͠·͢ɻNV ηϯ

ͱ͕Ͱ͖·͢ɻදྫΛਤ (a)(b) ʹࣔ͠·͢ɻ͜

λɺྔࢠྗֶͷݪཧʹ࣓͍ͯͮجΛߴײ

ͷΑ͏ͳڀݚɺྔࢠίϯϐϡʔλɾεϐϯτϩ

ʹଌఆͰ͖ΔྔࢠηϯαͱͳΓ·͢ɻNV ηϯλΛ

χΫεɾτϙϩδΧϧੑͳͲͷ෯͍͔؍Βɺ

༻͍ͯϝκείϐοΫܥͷ࣓ؾతͳੑ࣭Λ୳͠ٻ

ࡏݱɺੈքతʹΜʹߦΘΕ͍ͯ·͢ɻ

͍ͯ͘͜ͱɺੈքతʹ࢝·͔ͬͨΓͷࢼΈ

2 ࠷ۙͷڀݚςʔϚ

Ͱ͋Γɺେ͖ͳൃల͕ظ͞Ε͍ͯ·͢ɻ

ɹࢲͨͪɺϝκείϐοΫܥͷੑ࣭ΛௐΔख

4 ͬͱৄ͘͠Γ͍ͨํ
ɹڭՊॻΛ΄ΜͷҰา౿Έग़͢ͱɺੈͷத͖ڻ
ͱൃʹݟຬ͍ͪͯ·͢ɻཧֶͷجຊݪཧʹڵຯ

๏ͱͯ͠ɺ
ʮిྲྀΏΒ͗ʯʹ͖ͯ͠·ͨ͠ɻి
ྲྀΏΒ͗ɺ௨ৗͷిྲྀͰಘΒΕͳ͍ɺඇฏ

ͷ͋Δํɾ࣮ݱͷ࣭Λ૬खʹਫ਼ີͳ࣮ݧΛͨ͠
͍ํɾ৽͍͠ଌఆٕज़Λ։ൃ͍ͨ͠ํɾ
ʮੈքͰॳΊ
ͯʯʹઓ͍ͨ͠ํɺҰॹʹͤ·͠ڀݚΜ͔ɻҙཉ
ʹຬͪͨօ͞Μͷੵۃతͳઓʹظ͠·͢ɻͱ
ʹߟ͑ɺٞ͠ɺ࣮ݧΛ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɺ
Ұॹʹ৽͍͠ཧֶΛΓ͍͍͖ͯ·͠ΐ͏ɻ
ࣨڀݚͷֶݟ͍ͭͰ͢Ͱܴɻ͓͝ʹܰؾ

యܕతͳϝκείϐοΫૉࢠɻ(a) ిࢠׯবܭɻ

࿈བྷ͍ͩ͘͞ʢkensuke@phys.s.u-tokyo.ac.jpʣɻ

(b) ΧʔϘϯφϊνϡʔϒਓࢠݪɻ
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ञҪจࣨڀݚ
ञҪɹจɹڭतɹɹๆຊɹਈҰɹॿڭ

ύϧεߴڧϨʔβʔޫͱࢠͷ૬༻࡞ޓ

1. ͡Ίʹ
ञҪจ Ͱࣨڀݚɺ࠷ઌϨʔβʔٕज़Λۦ

ʹΑΓ؍ଌ͞ΕΔߴ࣍ߴௐൃੜɺඇஈ֊త 2 ॏ

ͨ͠ࢠݪࢠཧֶʹؔ͢Δ࣮ݧΛத৺ͱͨ͠

ΠΦϯԽɺᮢΠΦϯԽͳͲɺτϯωϧΠΦϯ

ڀݚΛߦ͍ͬͯΔɻͰࣨڀݚɺ҆қʹྲྀߦΛ

Խͨ͠ిࢠ͕ޫͷ 1 पظҎͰ࠶িಥ͢Δ͜ͱʹ

͏Α͏ͳڀݚଶΛ͍ݏʹۃɺࣗୡ͕ྲྀߦ

Αͬͯ͜ىΔߴݱͰ͋Δɻ·ͨ࠷ۙɺൖ

ͷൃ৴ͱͳΔΑ͏ͳΦϦδφϦςΟʔͷߴ͍ݚ

ૹแབྷҐ૬ͷ੍͞ޚΕͨαΠΫϧύϧεར

ڀΛߦ͏͜ͱΛඪͱ͍ͯ͠Δɻ
2. ڀݚςʔϚ

༻ՄͰ͋ΔɻຊͰࣨڀݚɺ(2) Ͱड़ͨଞͷά
ϧʔϓͰ༰қʹ༻͍Δ͜ͱͷͰ͖ͳ͍ͨ͠
ࢠࢼྉΛ༻͍Δ͜ͱʹΑΓɺޫͷ 1 पظҎͰൃ

૬ؔʹޓ࿈͢ΔҎԼͷςʔϚΛத৺ʹڀݚΛਐ

͢ݱΔ্هͷॾݱʹؔ͢Δʮࢠిࢠͷཱମ

Ί͍ͯΔɻ

μΠφϛΫεʯΛ໌Β͔ʹ͢ΔڀݚΛਐΊ͍ͯΔɻ

(1) ճసྔࢠঢ়ଶΛબผͨ͠ࢠͷ੍ޚ

(4) ిࢠɾΠΦϯଟॏಉ࣌ܭଌӡಈྔը૾ޫஔ
Λ༻͍ͨࢠதͷߴݱͷڀݚ

ύϧεߴڧϨʔβʔޫͱࢠͱͷ૬࡞ޓ
༻Ͱൃ͢ݱΔ༷ʑͳڵຯਂ͍ཧݱʹ͓͍ͯɺ
ࢠͷґଘੑΛ໌Β͔ʹ͢ΔͨΊʹɺ

ࢠ͔Βੜ͞ΕΔޫిࢠͱΠΦϯͷ 3 ࣍ݩӡಈ

ͷߴ͍ࢠࢼྉΛੜ͢Δٕज़ͷ։ൃ͕ෆՄܽͰ

ྔΛଟॏಉ࣌ܭଌͰ͖ΔஔΛ࠷ۙ։ൃͨ͠ɻ(3)

͋Δɻࢠͷ಄ͱ৲ඌΛ۠ผ͠ͳ͍ࢠྻ੍ޚ

Ͱड़ͨݱΛ࢝Ίͱ͢Δ༷ʑͳݱͷৄࡉͳϝ

ͱҟͳΓɺࢠͷ಄ͱ৲ඌΛ۠ผ͢Δࢠ੍

ΧχζϜͷղ໌Λࢦ͢ɻ

͚͓ʹޚΔࠔɺॳظճసྔࢠঢ়ଶʹΑͬͯ

3. ׆ڀݚಈ

ࢠͷ͖͕ҟͳΔʹ͋Δɻ͜ͷࠔΛࠀ

ΦϦδφϦςΟʔͷߴ͍࣮ڀݚݧΛߦ͏ͨΊʹ

͢ΔͨΊʹɺओͱͯ͠ରশίϚࢠͷྔࢠঢ়ଶબ

͓ۚΛग़ͯ͠खʹೖΒͳ͍ಠࣗͷ࣮ݧஔΛ

ʹదͨ͠ूۃଋثΑΓҰൠతͳඇରশίϚ

࡞Δඞཁ͕͋ΓɺͰࣨڀݚ࣮ݧஔͷ࡞ʹ

ࢠͷྔࢠঢ়ଶΛબͰ͖ΔࢠภثΛ༻͍ͯ

ྗΛೖΕ͍ͯΔɻ·ͨɺͰࣨڀݚ࣮ݧσʔλ

ಛఆͷճసྔࢠঢ়ଶΛબผ͢Δ͜ͱʹΑΓɺߴ͍

ͷղऍͳͲʹؔ͢ΔσΟεΧογϣϯ͕සൟʹߦ

Λ࣮ͭͭ͠ݱɺࢠ੍ޚͷߋͳΔߴ

ΘΕ͍ͯΔɻҰํɺ࣮݁ݧՌͱཧͱͷൺֱΛߦ

ԽΛਐΊ͍ͯΔɻ

͏ͨΊɺγϛϡϨʔγϣϯίʔυͷ։ൃʹྗΛ
ೖΕ͍ͯΔɻ

(2) શޫֶతࢠ੍ٕޚज़ͷߴԽ
ͷࢠΛૢΔੈͰڀݚքͷઌ಄Λ͍ͬͯΔɻ

4. ϝοηʔδ
ࣨڀݚͷڀݚςʔϚʹԽֶͱͷڥքྖҬʹ

ઢภޫͨ͠Ϩʔβʔిͱ੩ిΛซ༻ͯ͠༗ۃ

Ґஔ͢Δͷ͋Δ͕ɺجຊࢠݪࢠͱి࣓

ੑࢠͷ಄ͱ৲ඌ۠ผ੍ͨ͠ޚͷ࣮ʹݱ

ͱͷ૬ؔ͢ʹ༻࡞ޓΔྔࢠྗֶͰ͋Γɺ֘

ޭͨ͠ͷΛ࢝Ίͱ͠ɺϨʔβʔޫͷภޫΛପԁͱ

·͞ʹཧֶΛֶΜͩऀͷ׆༂ͷͰ͋Δɻ

͠ɺඇରশίϚࢠͷ 3 ࣍ݩ੍ʹޚޭ͠

తح৺ʹҲΕͨए͍಄Λܴ͢Δɻ

ࣨڀݚɺϨʔβʔޫΛ༻͍ͯϛΫϩͷੈք

ͨɻ࠷ۙɺϨʔβʔޫͷϐʔΫٸͰۙڧफ़

˔ؔ͢ʹࣨڀݚΔใɺϗʔϜϖʔδ (http://

ʹःஅ͞ΕΔϨʔβʔύϧεΛ͠ܗɺϨʔβʔ

www.amo-phys-s-u-tokyo.jp) ࣍ڀݚใࠂͰಘ
ΒΕΔɻ·ͨɺ۩ମతͳֶ࣭ݟͷਃ͠ࠐΈͳ
ͲɺञҪจ·Ͱ (TEL: 03-5841-8394, E-mail:

ిͷଘࡏ͠ͳ͍ঢ়گԼͰͷࢠ੍ʹޚޭ
ͨ͠Γɺ੩ిΛ༻͍ͣʹඇڞ໐ 2 Ϩʔβʔ

hsakai@phys.s.u-tokyo.ac.jp)ɻ
˔ֶ෦ֶੜ͚ͷղઆ

ిͷΈΛ༻͍Δશޫֶతࢠ੍ʹޚޭ
ͨ͠ɻࠓޙ্ड़ͨ͠ྔࢠঢ়ଶબผٕज़ͱͷ༥߹
ΛਤΓɺશޫֶతख๏Ͱߴ͍Λͭࢠࢼ

(1) ञҪจɺJournal of the Vacuum Society of
JapanʢਅۭʣVol. 53, No. 11, 668-674 (2010).

ྉΛ༻ҙͯ͠ɺ࣍ʹड़ΔࢠిࢠͷཱମμΠ
φϛΫεʹڀݚద༻͢Δɻ

(2) ञҪจɺຊཧֶձࢽɺVol. 61ɺNo. 4ɺ

(3) ࢠిࢠͷཱମμΠφϛΫεͷڀݚ

263-267ʢ2006).
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ᓎҪࣨڀݚ
ᓎҪതّڭतɹ৽५ॿڭ

ݧతʹݟग़͢͜ͱ͕ࣨڀݚͷ৴Ͱ͋Δɻ

1 ڀݚͷഎܠ
զʑͷڀݚରɺఱવʹ҆ఆʹଘࡏ͢Δ҆ఆ

࣮ݧख๏ैདྷͷڭՊॻతख๏ͱҟͳΔελ

֩ͱൺɺཅࢠɺதੑࢠ͕ʹۃଟ͍ෆ҆ఆ

ΠϧΛͱΔɻ౷తͳख๏࣮Ͱܥࣨݧ੩ࢭͯ͠

֩Ͱ͋ΓɺͦͷΤΩκνοΫͳੑ࣭Λ࣮ݧతʹݟ

͍Δ֩ࢠݪΛରͱ͖͕ͯͨ͠ɺෆ҆ఆ֩ϏʔϜ

ग़͢͜ͱ͕զʑͷڀݚςʔϚͰ͋Δɻ

Λ༻͍ͨ߹ɺௐ͍ͨߴ͕֩ࢠݪͷ 60%

֩ࢠݪཅࢠͱதੑࢠͰߏ͞Εͨ༗ࢠྔݶଟ

Ͱӡಈ͓ͯ͠Γɺ͜Εʹదͨ͠৽͍࣮͠ݧख๏Λ

ମ͋ͰܥΓɺ͜Ε·Ͱ 10 ʹ͓Αͼɺ҆ఆ֩

ཱ֬͢Δ͜ͱ͕؊ཁͰ͋Δɻ͜ͷΑ͏ͳෆ҆ఆ֩

͓Αͼͦͷۙͷ֩ߏɾ࣭͕֩ڀݚਐΊΒΕɺ

ϏʔϜΛ༻͍࣮ͨڀݚݧ࢝·͔ͬͨΓͰྺ࢙

֩ࢠݪඳ૾ཱ͕͖֬ͯͨ͠ɻ࠷ۙʹͳͬͯෆ҆ఆ

͕ઙ͍ɻ͜Ε·ͰٯӡಈֶతಛΛੜ͔ͨ͠৽ख

֩ɺಛʹཅࢠͱൺதੑࢠ͕ʹۃଟ͍தੑ

๏Λ։ൃ͖͕ͯͨ͠ɺ͜ΕΛͱʹɺ
ʮຐ๏ͷ

ࢠա֩ʹؔ͢Δ࣮ݧత͕ڀݚਐΉʹͭΕɺैདྷ

ʯɺʮ֩ͷ֩ࢠ૬ؔʯɺʮ֩ࢠݪͷࢠߏʯͳ

ͷ֩ࢠݪͷඳ૾ͱେ͖͘ҟͳΔݱɾੑ࣭ʢʮຐ

Ͳʹؔ࿈ͨ֩͠ߏͷڀݚΛߦ͍ͬͯΔɻr-աఔͰ

๏ʯͷࣦͱ৽͍͠ʮຐ๏ʯͷग़ݱɺҟৗʹ

ͷݩૉ߹աఔʹ͍ͭͯະ֩ͷظݮଌఆͳ

େ͖ͳதੑࢠΛͬͨதੑࢠϋϩʔɾεΩϯ
Δɻ͜ΕΒͷՌʮຐ๏ʯʮੑʯͱ͍ͬ

ͲΛߦ͓ͬͯΓɺ৽͍͠ՌΛ͋ͭͭ͛ڍΔɻ
3 ࠓޙͷల։
֩ߏʹڀݚՃ͑ɺ֩ԠڀݚΛ৽͍࣠͠ͱ͠

ͨ֩ߏɺ࣭֩ͷैདྷͷجຊ֓೦Λ༳Δ͕ͯ͠

ͯڀݚల։͠ɺલਓະ౸ͷ৽σʔλͷऔಘͱෆ҆

͓Γɺෆ҆ఆ֩֩ࢠݪཧֶͷ৽͍͠ల։Λ

ఆ֩ಛ༗ͷ৽ݱͷൃݟΛߦ͍ͭͭɺ
ʮෆ҆ఆ֩

ͨΒ͢ڀݚରͰ͋Δɻ

Ԡֶʯͷཱ֬ʹઓ͠ɺ֩ࢠݪཧֶऀͷເͷྖ

֩ͷൃͲͳݟʣ͕͍ܰ֩ͷྖҬͰݟग़͞Εͭͭ͋

·ͨෆ҆ఆ֩ͷ֩ߏɾ࣭֩ڀݚɺӉͰͷ

Ҭʮ҆ఆͷౡʯ֩ࢠݪΛੜ͢ΔϨγϐͮ͘ΓΛ

ݩૉ߹தੑࢠ෦ͳͲͷݶۃঢ়گԼͰͷ֩

ࢦ͍ͨ͠ɻڀݚઓུɺෆ҆ఆ֩ͷಛҟͳߏ

࣭ͷঢ়ଶํఔࣜͳͲͱਂؔ͘Θ͍ͬͯΔɻಛ

Λن৽͔ͨ͠׆Ԡ࣮ݧͷ։ɺ͍͠৽ͯ͘ݹ

ʹதॏ֩ྖҬͰͦͷੑ࣭͕ະͷதੑࢠ “” ա

ͱͯ͠ͷ֩྾Ԡ͋ͰͲͳڀݚΔɻ͜ΕΒͷ

֩ͷੑ࣭৽രൃͰͷݩૉ߹աఔʢr-աఔʣ

ڀݚల։ʹඞཁͳ৽ख๏ɺݕग़ͲͳثΛ։ൃ͠ɺੈ

γφϦΦͱີʹ͓ؔͯ͠Γɺͦͷੑ࣭Λ࣮ݧ

քॳͷڀݚΛ࣍ʑͱల։ͯ͠ɺੈքΛݗҾ͢Δɻ

తʹௐΔ͜ͱ͕ॏཁͱͳ͍ͬͯΔɻ
Ҏ্ͷ༷ʹෆ҆ఆ֩༗ࢠྔݶଟମܥͷ৽͍͠
ଘࡏܗଶΛࣔ͢ັྗ͋ΔڀݚରͰ͋Γɺ·ͨఱ
ମݱͷల։ࢹʹ͍Εͨେ͖ͳൃలΛظ
Ͱ͖ΔͰ͋Δɻ
2 ࠷ۙͷڀݚςʔϚ
ෆ҆ఆ֩ॏΠΦϯՃͰثՃ͞ΕͨॏΠΦ
ϯϏʔϜΛඪత֩ʹিಥͤ͞ɺ
ʮഁࡅɾ྾ʯͤ͞
Δ͜ͱʹΑͬͯੜ͢Δɻ͜ͷഁࡅɾ྾ยॏΠ
ΦϯϏʔϜͱ΄΅ಉ͡Ͱඈߦ͠ɺϏʔϜʢෆ
҆ఆ֩ϏʔϜʣͱͯ͠ಘΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻզʑݱ
ࡏɺཧԽֶॴڀݚɾRI ϏʔϜϑΝΫτϦʔʢRIBFʣ
ͰಘΒΕΔෆ҆ఆ֩ϏʔϜΛ༻͍࣮ͯݧΛߦͬͯ

֩ਤදʢ֩ࢠݪΛཅࢠɺதੑࢠͰྨͨ͠ਤ

͍ΔɻRIBF Ͱ͞څڙΕΔෆ҆ఆ֩ϏʔϜͷੜྖ

දʣɻ͜ͷͰࣨڀݚɺRIBF Λར༻ͯ֩͠ਤද্

ҬɺऩྔͱʹੈքҰͰ͋Γɺ͜ͷͳྗڧϏʔ

ΛॎԣແਚʹҠಈ͠ɺ৽͍͠ݱΛݟग़͍ͯ͘͠ɻ

ϜΛ࠷େݧ࣮͍͠৽ͨ͠༻׆ݶख๏ΛήϦϥతʹ
։ൃɾల։͠ɺෆ҆ఆ֩ͷ৽͍͠ݱɾੑ࣭Λ࣮
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ᓥ㔝◊✲ᐊ
ᓥ㔝 ு ᩍᤵ̭ྜྷᕝᑦᏕ ຓᩍ

ࡋ࡚ࠊගࡼࡿ㉸ఏᑟయࡢไᚚࠊගㄏ㉳㉸ఏᑟ

ᅛయ୰࡛ࡣከᩘࡢ㟁Ꮚࡀ┦స⏝ࡍࡿࡇࡼࡗ

ࡢ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ

࡚ࠊ㔞ᏊຊᏛຠᯝࡀᕧどⓗ࡞ࢫࢣ࣮࡛ࣝ⌧ࢀࡿࡇ
ࡀ࠶ࡿࠋ㉸ఏᑟࡣࡑࡢ௦⾲࡛ࠊ୍ಶࡢ㟁Ꮚࡢ

3) ᙉ┦㛵㟁Ꮚ⣔ࡢගᛂ⟅┦ไᚚ

㐠ືࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿ㝈ࡾࡣணࡶࡘ࡞࠸㠃ⓑ࠸⌧

̭㧗

㇟ࡀⓎ⌧ࡍࡿࠋᙜ◊✲ᐊ࡛ࡣࠊ࣮ࣞࢨ࣮ගࢆ⏝࠸

≀ᛶࢆᨭ㓄ࡍࡿ⣔㸦ᙉ┦㛵㟁Ꮚ⣔㸧࡛࠶ࡿࠋᙉ┦㛵

ࡓ᭱ඛ➃ගᢏ⾡ࢆ㥑ࡋ࡚ࠊග࡛≀㉁୰ᕧどⓗ

㟁Ꮚ⣔ࡢ≉ᚩࡣࠊ㟁Ⲵࠊࢫࣆࣥࠊ᱁Ꮚ㛫ࡢ┦స

࡞㔞Ꮚ≧ែࢆࡾฟࡍࠊᡈ࠸ࡣ⮬ᅾไᚚࡍࡿࡇ

⏝ࡀᣕᢠࡋࡓ⤖ᯝࡋ࡚≧ែࡀỴࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ

ࢆ┠ᶆࡋ࡚ࠊᵝࠎ࡞㔞Ꮚ≀㉁ࡢ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚

࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࡑࡢࣂࣛࣥࢫࢆഹኚ࠼ࡓࡔ

࠸ࡿࠋ᭱㏆ࡢ࡞ࢺࣆࢵࢡࢫࢆ௨ୗᣲࡆࡿࠋ

ࡅ࡛㟁Ẽᢠࡸ☢ᛶ࠸ࡗࡓ≀ᛶࡀⓗኚࡍ

1㸧㉸ఏᑟࡢࣄࢵࢢࢫ࣮ࣔࢻࡢほ

ࡿࡇࡀ࠶ࡿࠋᡃࠎࡣගࢆ⏝࠸࡚ࡇࡢᙉ┦㛵㟁Ꮚ

̭┠ぢ࠼ࡿ㉸ఏᑟ⌧㇟ࡢࡋ࡚ࠊ☢Ẽᾋୖࡢ

⣔ࡢᛶ㉁ࢆㄪ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽࠊ࿘Ἴᩘࡸ┦ࢆ

ᐇ㦂ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ☢᮰ࡀ㉸ఏᑟయ୰ධ࡛ࡁ

ไᚚࡋࡓ࣮ࣞࢨ࣮ගࢆ⏝࠸࡚ࠊ㟁Ⲵࠊࢫࣆࣥࠊ᱁

ࡎࠊḞ㝗ࡢࡲࢃࡾᅛᐃࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡼࡿࠋ

Ꮚࢆ㑅ᢥⓗບ㉳ࡍࡿ (ᦂࡉࡪࡿ㸧ࡇ࡛ࠊᣕᢠࡍ

㟁☢Ἴࡀ㉸ఏᑟయධࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ

ࡿ㟁Ⲵࠊࢫࣆࣥࠊ᱁Ꮚ㛫ࡢ┦స⏝ࡢࣂࣛࣥࢫࢆ

㉳ᅉࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣぢ᪉ࢆኚ࠼ࡿࠊᮏ᮶

ᔂࡋࡓࡾࠊᡈ࠸ࡣ≀㉁⣔ࢆᴟ➃࡞㠀ᖹ⾮≧ែග

㉁㔞ࢮ࡛ࣟ࠶ࡗࡓගᏊࡀ㉸ఏᑟయ୰࡛ࡣ㉁㔞ࢆᣢ

ࡼࡾ฿㐩ࡉࡏࠊ⫼ᚋ㞃ࢀࡓᑐ⛠ᛶࢆゎࡁ᫂

ࡘࡼ࠺࡞ࡿࡇᑐᛂࡍࡿࠋࡇࡢࡣᐇࡣࠊ┦

ࡍ◊✲ࠊ㠀ᖹ⾮⣔⌧ࢀࡿ᪂ࡋ࠸≀⌮⌧㇟ࡸ᪂≀

స⏝ࢆ፹ࡍࡿࢤ࣮ࢪ࣎ࢯࣥ㉁㔞ࢆ࠼ࡿ⣲

㉁┦ࡢ᥈ồࠊࡑࢀࡽࡀࡶࡓࡽࡍ᪂つගᏛ⌧㇟ࡢ᥈

⢏Ꮚࡢࣄࢵࢢࢫᶵᵓఝ࡚࠸ࡿࠋࣄࢵࢢࢫᶵᵓࡣ

ồࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ

2012 ᖺࣄࢵࢢࢫ⢏ᏊࡢⓎぢࡼࡗ࡚ᐇドࡉࢀࡓࠋ

̭ୖグ௨እࡶග㔞Ꮚ≀ᛶ㛵ࡍࡿᵝࠎ࡞◊✲

࡞ࡿࠊ㉸ఏᑟ࡛ࡶࣄࢵࢢࢫ⢏Ꮚ┦ᙜࡍࡿ⢏Ꮚ

ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋヲࡋࡃࡣ◊✲ᐊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ:

(ື) ࡀ࠶ࡗ࡚ࡋࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢືࡣ㉸

http://thz.phys.s.u-tokyo.ac.jp/index.htm ࢆࡈཧ

ఏᑟ࠸࠺⛛ᗎࡢࡉࡊἼࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࣄࢵ

↷ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

㉸ఏᑟయࡢ⯙ྎࡣࠊᙉ࠸㟁Ꮚ㛫┦స⏝ࡀ

ࢢࢫ࣮ࣔࢻࡤࢀࡿࠋᶍᘧⓗࡣᅗ♧ࡍ࣡
WŽƚĞŶƚŝĂůŶĞƌŐǇ

ࣥ࣎ࢺࣝࡢᗏࡢᵝ࡞࣏ࢸࣥࢩࣕࣝୖ࡛ࡢ㉸ఏᑟࡢ
⛛ᗎኚᩘࡢືᚄ᪉ྥࡢື┦ᙜࡍࡿࠋࡑࡢᏑᅾ
ࡣ⣙ 50 ᖺ๓⌮ㄽⓗணゝࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ2013 ᖺ

,ŝŐŐƐŵŽĚĞ

ᡃࠎࡣ᭱ඛ➃ࡢ࣮ࣞࢨ࣮ᢏ⾡ࢆ⏝࠸࡚ࡑࡢ᫂☜࡞
ࢫ࣮ࣔࢻࡢほ

ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ㖡㓟≀㧗

㉸ఏᑟࡸ

㕲⣔㉸ఏᑟయ࡞ࡢ㠀ᚑ᮶ᆺ㉸ఏᑟయࡢᛶ㉁ࢆㄪ
ࡿ◊✲ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

2㸧ගࡼࡿ㉸ఏᑟయࡢไᚚ
̭≀㉁ගࢆ↷ᑕࡍࡿ㏻ᖖࡣ

/ŵɎ

ZĞɎ

ୡ⏺࡛ึࡵ࡚ᡂຌࡋࡓࠋ⌧ᅾࠊࡇࡢࣄࢵࢢ

Change of Probe Electric Field (arb. units)

ほ

ᗘࡀୖ᪼ࡋࠊప

࡛Ⓨ⌧ࡍࡿ㉸ఏᑟࡢࡼ࠺࡞㔞Ꮚ⌧㇟ࡣᾘኻࡍࡿࠋ
ࡋࡋࠊᕦࡳไᚚࡉࢀࡓ࣮ࣞࢨ࣮ගࢆ⏝࠸ࡿࠊ
ᗘୖ᪼ࢆ㑊ࡅ࡚㔞Ꮚ┦ࢆ᧯సࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛

EĂŵďƵͲ'ŽůĚƐƚŽŶĞ
ŵŽĚĞ

1

nJ/cm
8.5
7.2
6.4
0

-2

2

0
2
4
6
Pump-Probe Delay Time (ps)

8

(ୖ㸧㉸ఏᑟయࡢ⮬⏤࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢᶍᘧᅗࠋືᚄ᪉

࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊୖ㏙ࡢ㉸ఏᑟయࡢࣄࢵࢢࢫ࣮ࣔࢻ
ࢆ⏝ࡍࡿ㉸ఏᑟయࡢ⛛ᗎࢆ㔞Ꮚ᧯సࡍࡿࡇ

ྥࡢືࡀࣄࢵࢢࢫ࣮ࣔࢻࠋ(ୗ㸧㉸ఏᑟయ NbTiN

ࡀ࡛ࡁࡿࠋග↷ᑕࡼࡾ㉸ఏᑟࢆቑᙉࡍࡿࡇࡸࠊ

ࡢࣄࢵࢢࢫ࣮ࣔࢻࡢᐇ㛫ほ

㌿⛣

ᗎኚᩘ┦ᙜࡍࡿ㔞ࠋ㸧

ᗘ௨ୖ࡛ᖖఏᑟయࢆ㉸ఏᑟయኚࡉࡏࡽ

ࢀࡿྍ⬟ᛶࡶ⏕ࡲࢀ࡚ࡁࡓࠋᵝࠎ࡞ගࡢᢏ⾡ࢆ㥑
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ࠋ⦪㍈ࡣ㉸ఏᑟ⛛

ϔ٥߳
भஆ ฎƄ ָƄ؋ ऐ࠶ ࢊָ
խ Տ ָƄӈ ތָࢊ ډƄ Tilman Hartwig ࢊָ

ϔʃƅಘ߄ଯˀʸƟ˲ɟʝ֕߄ଯˀʸƟ˲ɿ

ɼԘਗʂঢ়൘ɟʝʂछଽʦࠬɥݚټʂವࡵϔ

ʣɳʟਪɣʂഅѬଟɠށɿʒʞɖɷɳഅ

ɿ߃ʟƆϔʂюਙଯൽૌɠ٪ɩʠɳʂʃ

ذɻɖʞƅयȘɿ٪ʝʠʟʜɚɿƅ״ਹଯɾ٥

ɸɘ݂פʂɧɼɻɖʟƆਪɣʂԘਗˎƟˆʦ܄

ˍƟ˥ʃਪԻɿʣɳɷɺɘʟƆɫɟɫɱʠʝʂ֩

ʣɯʟɧɼɻƅϔʂুʯ˔˲ʵƟවʂ 7 Ӎɠ

ʂʻƟ˲ʃƅϔʂઋ१ɟʝݚټƅɩʝɿʃර

ˇƟʶʯ˔˲ʵƟƅ2 Ӎ 5 ഇɠˇƟʶ˥ˆƟƅɱ

ɿ߃ʟछшޤʦഅӁɿʜɷɺՒࡧɭʟɧɼɻ

ɫɺޝʞʂช 5 ˘Ɵ˂˺ˏɠʂٴƅɼɘɚ

ɖʟƆɱʂɳʕɿʃƅɿӁݘଯɟɸഇฅЮઐଯ

ٌɠணʝʠɺɘʟƆɧʠɠϔʂƹವࡵ˩ˎ˲ƺ

ɾӑஓɠඕ߸ଯɻɖʟƆѱƜʃƅ˚ˊʷ˗˺ϔ

ɻɖʟƆ2013 ௰ɿʃƅϔ˥ʫʶ˴ఉఙثൗࠄʂ

ݘ٥˂˺ˆƟʘʲ˝˱ॅഅ໓ةϔ٥Նۚ

३වԘਗϿॠ˞˰˺ʶɿʜʟ 1 ௰ΙࣘʂԘਗढ़ї

ʃʖɵʡʧƅҙʂ٥Նԟɼʖঀଯɿ֩

ɠڷɩʠƅವࡵ˩ˎ˲ʂ।ɫɩʦɥʟֲچ

ஔ٥ʦ߹۱ɫɺɞʞƅɿҔɟʠɳ٥߳ʦෳ

ɾˎƟˆɠணʝʠʟɿ߃ɷɺɘʟƆɫɟɫɾɠʝƅ

ޱɫɺɘʟƆ

ವࡵ˩ˎ˲ɠɘɟɿ।ɫɘɼʃɘɜƅϔʂࠞढ़
ഇʂ।ਹɠুɣѽɩʠɺɘɾɘɼɘɚʃ׆ɣ
ʍɡߏ߹ɻɖʞƅϔƉຆޫഅӁʂʓɾʝɮƅ
ɩʝɿʜʞۊɣ 21 ॓ՏѕӁɿɫɺٺܧଯɾʦ
ரɡɸɥɺɘʟƆ
ѱƜʂ٥߳ɻʃƅՑ෦ɾԘਗˎƟˆɟʝɧ
ʂʜɚɾϔʂΔܒढ़ഇʂ।ਹʦʓѽɣɳʕʂ
ଯɾ٥ʦ۱ɾɷɺɘʟƆ״ਹଯɿʃƅˇƟ
ʶʯ˔˲ʵƟʂड़߸ʘछшʂѽƅˇƟʶ˥ˆƟ
ഇʘקњഇʂՑ෦ۚਏƅ˦ˊʾ˺ʷ˗˱ʱ
˺ʂܵɾɽʂˍƟ˥ɠɖʟƆ

1.2 ॠƉקњʂآढ़छш
݂פʂؠ൷Р׃ʘϔ൷Р׃ʦๆɘɳऍϔ
ܵɿʜʞƅ130 к௰Ιࣘʖঽƅɸʒʞϔɠઋ१
ɫɺɟʝॅк௰ɼɘɚ৮Ճɿਣݚɫɳקњʘ˝˰ˊ
ʶˢƟ˲ɠ٪ɩʠɺɘʟƆ˚ˊʷ˗˺ʂڤഓߓ
ʞΔܒɼɾɷɳϔɿɘɸƅɽʂʜɚɿڶʞՖ

य 1: ϔ٥߳ɻ۱ʣʠɺɘʟ٥ˍƟ˥

ɣ଼ਹɠ१ʒʠɳʂɟƆϔࡾՃʂ֕ɾ˝˰ˊ

ʂҞ௱यƆȚɸʂഇฅɠยՆଯɿʜɣٌʇɸɘɺ

ʶˢƟ˲ʃɽʂʜɚɿढ़ૠɫɳʂɴʡɚɟƆλ

ɘʟɧɼɠഇɟʟƆ

॓ʂ଼ਹʃɱʂڤʂקњآढ़ʘϔʂछшɿ
ɡɾϳׄʦտʐɭɼ۪ɜʝʠɺɞʞƅټ଼ഓӁ
ʂˢˊˏˏ˛ˊʶʂλɸɻɖʟƆߘ॓ʂؠ൷

1 ݂פʂࠞɾ٥ˍƟ˥

Р׃ɿʜʞλ଼॓ਹʂآढ़ʘϔछшʂ݂ࡾ
ʂઓҕɠʝɟɿɾʟɼՃਿɩʠɺɘʟƆ

1.1 ϔ
1916 ௰ʂʩʫ˺ʾˬˆʫ˺ɿʜʟλ౫৷ʂ

ʺ˺˛ˬƟˆƟʂड़ࣘڽʂਙʃુɫɣƅॅ
௰ঽɿʃяɻɖɷɳޔظɠߘƜɼ߹۱яɿ

ۚતɿʜɷɺިʒɷɳߢীѕӁɼɫɺʂϔʃƅ

ɾʞƅϔ݂ࡾʂॠʂઋ१ʂโޫʘ˝˰ˊʶˢƟ

˖ˊ˝˲ɿʜʟϔൽૌʂ٪ƭ1929 ௰Ʈƅʳ˩

˲ʂآढ़छшʂʜɚɾށɾɿʖˈ˪˳˺ʿ

˜ɿʜʟ˚ˊʷ˗˺ʂଚΕƭ1946 ௰Ʈƅϔ

ɻɡʟʜɚɿɾɷɳƆפɘࢠʂʯʶʼ˜˴ˊ˞ˀ

˥ʫʶ˴ఉఙثൗࠄʂ٪ (1965 ௰) ʦɬɺƅ
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֎ʂʺ˺˛ˬƟˆƟๆʦ߄ฅɿʠɾɠʝƅ

ர࣐ټʂஂذଯѽʦෳޱɫɳ٥ɿʖࠟʞ

ഝໆޔظՆʘছๆޔظՆʦʖɵɘɺ˥˲ˈˀʸƟ

ʧɻɘʟƆʒɳƅՆҌӁࡁʘञۆગʦๆɘɺൽ

˲Ɖ˥˲ˈ˜ʪʿʶˀ࣐ټʂஂ܄ʾ˦ˬ˳Ɵʾˮ˺

ɾԘਗˎƟˆɟʝईॠʦ٠ࡥƉഇຳɫɳʞƅˇƟ

ʦෳޱɫɺɘʟƆ

ʶ˥ˆƟʂȚߘٴഇʦ।ҷɿֆʕʟɼɘɷɳˎƟ
ˆʼʫʯ˺ˀɿʖࠟʞʧɻɘʟƆ

1.3 ਫ๐ذҙॠ

ذҙॠʂഇฅʃܞʒɩɿᰓՃɼɘɷɳɼɧ

 2 ʂઘ֊ʃਣݚɭʟɟƆ۰୧دɿʖഔɧɜ

ʡɻɖʞƅԘਗƅ֩ɿુɫɘछଽʦ٪ɯɺɘ

ɟʁɾɘɧʂդɿɫɺƅݚټʂ଼ഓӁʃҷ߹

ʟƆॅڤܞ௰Ƥॅࡒ௰ɻظѳɩʠɺɘʟɩʒɪʒ

ɿѕӁଯɿసʞɸɸɖʟƆ1995 ௰ʂࡾ٪Ιƅ

ɾՑ෦ʂࢠظѳɼʖ܄ʣɯɺƅΪآʂذҙॠ

ਫ๐ذҙॠʃɭɻɿ 3000 ڃΙࣘʂॠɠ٠ࡥɩ

ɳɵʃɽʂʜɚɿɫɺɻɡɳʂɟƅઘ֊ʂʜɚɾ

ʠɺɘʟƆࡾՃɿ٠ࡥɩʠɳذҙॠʂʏɼʧɽ

ॠɠɽʠʏɽೞലଯɾʂɟƅѱƜɼʃɘɷɳɘ

ʃॠؠƭʳˀƮॠɴɷɳɠƅ2009 ௰ 3 ُɿਲ

ɽʂʜɚɾਣݚɾʂɟƅɱʂʜɚɾٺܧଯɾɘ

ɵࣘɦʝʠɳʸ˞˰ƟϿॠʦިʕɼɭʟԘਗࠡઓ

ɿసʟɧɼɠɻɡʟɴʡɚƆ

ʂछഽɻƅઘ֊ଟʂ߸ຟʦߖɸॠʖ٠ࡥɩʠ
ʟʜɚɿɾɷɳƆɼɭʠʄƅɱʠʝР൘ʂઘ֊ؠ
ॠɿ१ූʂૄڴʦɘɟɿɫɺ٪ࡥɭɟƅʒɩɿ
ƹ 2 ʂઘ֊ʃਣݚɭʟɟƺɼɘɚɘɿɜʟ
ɠ߹ټʂʖʂɼɾʞɸɸɖʟƆɧʠʃƅഅӁʂ
ʓɾʝɮƅ଼ഓӁƅઘ֊ॠӁƅ१അӁɾɽʦ৺
ஓφɫɺࠟʞʔʍɡƅʒɩɿӁೱЮઐଯɾ٥
ˍƟ˥ɻɖʟƆ
ɧʂɘɿɫɺƅѱƜʂ٥߳ɻʃƅ˴ʾˆƟ
ڹїɿʜʟࠞॠɼذҙॠʂߢୃƉ߫ୃڷʂɮʠ
ʂ٠ࡥɼɱɧɟʝʂॠآढ़ʌʂक़ځƅॠʂ
Օஞछшƅߘ॓ʂઘ֊ذؠҙॠঋݼਉظѳ
ʦ௱ஏɿɞɘɳذҙॠʂ”ઘय”ʂݩढ़ƅ˗ʫʱ
˥ƟʲƟʂ٠ࡥяड़ɾɽƅɩʒɪʒɾҺɟʝ

य 2: ϔࡾॠآढ़ʂȚߘॅٴખʾ˦ˬ˳Ɵʾˮ

٥ʦ۱ɾɷɺɘʟƆ

˺Ɔયअॠൗࠄɿʜʞۿфʳˀɠ१ɬɺɘʟโޫƆ

2 ڤܞʂଽҔ
2014 ௰ 3 ُɟʝ˖˶ʫ୬ɿɖʟ أڼ8.2 ˨Ɵˏ

自転軸はこの範囲に存在

(2012年8⽉10⽇ すばるでの観測による)

˲ʂɭʄʟ൷Р׃ʦๆɘɳ Hyper Suprime-Cam
ʼƟˠʫɠިʒɷɳƆɧʠʃƅۿड़ʂईؠʲ˨
˰ʦๆɘɺъಱඵڃʖʂקњʂѳਉѽॾɟʝϔ
ʂˇƟʶ˥ˆƟʂഇʦӍʞࡥɫƅɱʂߗԝछшɟ
ʝˇƟʶʯ˔˲ʵƟʂड़߸ɿసʡɚɼɘɚฅअଯ

KOI-94.01

ɾظѳɻɖʞƅ5 ௰ɿʣɳɷɺԘਗɠਞɥʝʠʟƆ

-3.0h

ɱʂڤɿʃƅPrime Focus Spectrograph ɼڅʄʠ

-1.5h

-3.0h

ʟƅՑ෦ɾਪ଼ਹഇਂڶટɿʜʟϔʼƟˠ

KOI-94.03

ʫʖظѳɩʠɺɘʟƆʲ˝˱ॅഅ໓ةϔ٥Ն

-1.5h

+1.5h
+1.5h

+3.0h

+3.0h

惑星同⼠の⾷

(2010年1⽉15⽇)

ۚƅ଼ഓੑƅ˞˱˺ˀˏ˺Ӂɾɽɼ໓ةɫ
複数トランジット惑星系KOI-94

ɾɠʝࡾՃˎƟˆʂѽॾɾɽɿюʣɷɺɘɣา
ɻɖʟƆ
פ௰ƅ࡚ຢఉʘ˒ˬƟˏ˱˕ɼɘɷɳईɳɾ˨ˊ

य 3: ɭʄʟ൷Р׃ʂԘਗɿʜʞʝɟɿɩʠɳ

˂˺ʿ˪Ɵʦ Hyper Suprime-Cam ɾɽʦๆɘɳ

ذҙॠ ذKOI-94 ʂҞ௱यƆذҙॠஔާʂࣺ

ߞఉʼƟˠʫԘਗɼʓ܄ʣɯʟুຆޫߗԝ߫

ʦࡾࣘޤʕɺԘਗɫɳƆ

଼ഓӁʂଽɠʕɪʒɫɘƆɧʠʦΤߨɫƅ˝˰ˊ
ʶˢƟ˲ʘયड़ޫॠʂઋ१ʘ܄ਹɼɘɷɳଯ
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㧗ᮌ࣭ᕝ◊✲ᐊ
㧗ᮌⱥᩍᤵ̭ᕝኴ㑻ㅮᖌ̭ᖹᒸዉ⥴㤶ຓᩍ

ḟඖ⻏ࡢᕢ᱁Ꮚࣜࢪ࣒࢘㓟≀ H3 LiIr2 O6 ╔

ᅛయ୰ࡢ㟁Ꮚከయ⣔ࡀ♧ࡍ᪂ወ࡞㔞Ꮚ㟁Ꮚ┦ࡢ
᥈⣴┦ᙧᡂࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ゎ᫂ࡢ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋ࡚

┠ࡋࠊ☢⋡ࠊẚ⇕ࠊ᰾☢Ẽඹ㬆

ᐃ࠾࠸࡚ᑡ

࠸ࡿࠋ㑄⛣㔠ᒓྜ≀୰ࡢఏᑟࡸ☢ᛶࢆᨭ㓄ࡍࡿ

࡞ࡃࡶ 50 ࣑ࣜࢣࣝࣅࣥࡲ࡛ᾮయ࡛࠶ࡾ⥆ࡅࡿ㔞

ࡢࡣ㑄⛣㔠ᒓඖ⣲ࡢ d, f ㌶㐨ࢆ༨ࡵࡿ㟁Ꮚ࡛࠶ࡿࠋ

Ꮚᾮయ≀㉁࡛࠶ࡿࡇࢆ᫂ࡽࡋࡓࠋࡇࡢࢫࣆ

d, f ㌶㐨ࡣ✵㛫ⓗᣑࡀࡾࡀᑠࡉࡃࠊ㟁Ꮚࡣࢡ࣮ࣟ

ࣥᾮయࡢⓎぢࡣᮾிᏛࡼࡾࣉࣞࢫ࣮ࣜࣜࢫ㸦㸯

ࣥ┦స⏝ࡼࡾᙉࡃ┦㛵ࡍࡿࠋ┦㛵㟁Ꮚ࡛ࡣ㟁

㸶ᖺ㸰᭶㸧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

Ⲵࠊࢫࣆࣥࠊ㌶㐨 (⦰㏥ࡍࡿ㌶㐨ࡢࢀࢆ㑅ࡪ㸧

࢟ࢱ࢚ࣇ⻏ࡢᕢ᱁Ꮚᶍᆺ࡛ࡣࠊࢫࣆࣥࣁ࣑ࣝࢺ

ࡢ⮬⏤ᗘࡀࡋࡤࡋࡤ㢦ࢆฟࡋࠊ㟁Ⲵᾮᬗ≧ែࠊࢫ

ࢽࣥࢆ㸰✀ࡢ࣐ࣚࣛࢼࣇ࢙࣑ࣝ⢏Ꮚࡋ࡚⾲⌧

ࣆࣥᾮయ≧ែ࠸ࡗࡓከᙬ࡞≧ែࡀฟ⌧ࡍࡿࠋࡲ

ࡍࡿࡇࡼࡾ୍యၥ㢟ᖐ╔ࡋࡓཝᐦゎࡀᚓࡽ

ࡔぢࡠ᪂ࡋ࠸≧ែࢆࡾࡔࡍࡓࡵ༢⤖ᬗヨᩱྜ

ࢀࡿ㸦ᅗ㸯㸧ࠋࡉࡽࠊ࣐ࣚࣛࢼ⢏Ꮚࢆ᧯సࡍࡿࡇ

ᡂⷧ⭷ᙧᡂࢆ⾜࠸ࠊ᪂㔞Ꮚ≧ែࢆ᫂ࡽࡍࡿ

ࡀ࡛ࡁࢀࡤࢺ࣏ࣟࢪ࢝ࣝ㔞Ꮚࢥࣥࣆ࣮ࣗࢸࣥ

ࡓࡵ⊂⮬⨨㛤Ⓨࡋࡓ㉸㧗ᅽ࣭ᙉ☢ሙ࣭ᴟప

ࢢࡶྍ⬟ࡉࢀࡿࠋࡓࡔࡋᐇ㝿ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞

」ྜᴟ㝈⎔ቃࢆ㥑ࡋ࡚ࣉ࣮ࣟࢳࡋ࡚࠸ࡃࠋ௨

◊✲㐺ࡋࡓⰋ࠸࢟ࢱ࢚ࣇ≀㉁ࡣࡳࡘࡗ࡚࠸࡞

ୗලయⓗ࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࢆᣲࡆࡿࠋ

࠸ࠋ≀㉁ࢆࡿࡣࠊ㠀ᚑ᮶ᆺࡢ␗᪉ⓗ┦స⏝
ࢆᑟධࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀࠊ ࢫࣆ࣮ࣥ㌶㐨┦స⏝

H ¼ J x

X

rxj rxk  J y

x-link

X

ryj ryk  J z

y-link

X

ࡀࡁ࠸ࣜࢪ࣒࢘㓟≀ࠊ4f 㟁Ꮚ⣔࡞ᑐࡍ
rzj rzk

ࡿᐇ⌧ᛶࡀᥦၐࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᙜ◊✲ᐊ࡛ࡣࡑࢀࡽ

z-link

ࡢ⻏ࡢᕢ᱁Ꮚ≀㉁㛤Ⓨࢆ㐙⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸲ᖺ⏕ࡢ

局在マヨラナ
フェルミオン

≉ู◊✲࡛᪂ࡋࡃぢࡘࡗࡓ≀㉁ࡶ࠶ࡿࠋ

x
z

遍歴マヨラナ
フェルミオン

y
Z2フラックス

wp ¼

信号強度 (任意単位)

1/2スピン

H3LiIr2O6

7

ࡉࡽࠊḟࡢ◊✲ẁ㝵ࡋ࡚ࡇࡢ᪂✀ࡢ࣐ࣚࣛ

Li-NMR

70 K

ࢼ⣲ບ㉳ࢆᐇ⌧ࡢṇయࢆࡘࡁࡵࡿ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋ

30 K

࡚࠸ࡿࠋᒁᡤⓗ࡞࣐ࣚࣛࢼ⢏Ꮚࡢᣲືࡣ⌮ㄽⓗ

10 K

ண

1.2 K
-0.2

0.0
0.2
NMRシフト (%)

0.4

ྍ⬟࡛࠶ࡾࠊཎ⌮ⓗࡣᒁᡤ☢⋡ࢆ᰾☢Ẽ

ඹ㬆ἲࡼࡾ࣓࣮ࢪࣥࢢྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ

ᐃ

ࡢࡓࡵࠊᙜ◊✲ᐊࡀ㛤Ⓨࡋ࡚ࡁࡓ ึࡢ㉸㧗ᅽᇦ
࢟ࢱ࢚ࣇ⻏ࡢᕢ᱁Ꮚᶍᆺࣜࢪ࣒࢘㓟≀ࢫࣆ

[㸲Ẽᅽ௨ୖ]NMR

ࣥᾮయ

ᐃᢏ⾡ᚤᑠ☢ ᐃᢏ⾡

ࢆ㥑ࡋ࡚࢟ࢱ࢚ࣇ⣔ࡢ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃࠋ

(2) ࢫࣆࣥ㌶㐨┦స⏝ㄏ㉳ࡢ᪂ወ㟁Ꮚ┦ࡢ㛤ᣅ
̭㑄⛣㔠ᒓ㓟≀࠾ࡅࡿ㟁Ꮚ┦᥈⣴ࡢ⯙ྎࡣࠊࡇ

(1) ᪂ࡋ࠸㔞Ꮚࢫࣆࣥᾮయ࢟ࢱ࢚ࣇ⣔≀⌮

ࢀࡲ࡛᭱ࡶ㟁Ꮚ┦㛵ࡢᙉ࠸ 3d 㑄⛣ඖ⣲ࡽ࡞ࡿ」

̭ከయ㔞Ꮚࢫࣆࣥ≀⌮࠾࠸࡚ࡢ࣐ࣝࢫࢺ࣮ࣥ

ྜ㓟≀࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢁࡀ᭱㏆ࠊ┦㛵ຠᯝࡢᙅ

ࡣࠊ⤯ᑐ㞽ᗘࡲ࡛☢ᛶࢫࣆࣥࡀ㔞Ꮚⓗ⤡ࡳྜࡗ

࠸ 5d ࣜࢪ࣒࢘㓟≀࡛ࡶࣔࢵࢺ⤯⦕య≧ែ࡞

ࡓ㸦࢚ࣥࢱࣥࢢࣝ㸧≧ែࠊ㔞Ꮚࢫࣆࣥᾮయࡢᐇ⌧

ࡿࡀḟࠎぢࡘࡾࠊࡁ࡞ㅦࡀᢞࡆࡅࡽࢀ

࡛࠶ࡿࠋ㔞Ꮚࢫࣆࣥᾮయࡣ୍ḟඖ࡛ࡣ⌮ㄽࡶᐇ㦂

ࡓࠋᡃࠎࡣࠊᒙ≧ 5d ࣜࢪ࣒࢘㓟≀ Sr2 IrO4 

ࡶඹ☜❧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊḟඖ௨ୖ࡛ࡣࡑ࠺࡛

ࡘ࠸࡚ࠊIr ࡢᙉ࠸ࢫࣆࣥ㌶㐨┦స⏝ࡼࡾ᭱እ

ࡣ࡞࠸ࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢᐇ㦂ሗ࿌࡛࠶ࡿ୕ゅ᱁Ꮚ≀

Ẇࡢ 5d 㟁Ꮚࡀ㌶㐨⮬⏤ᗘࢆࡰᅇࡋࡓ≧

㉁➼࡛ࡣ᱁ᏊᶍᆺཝᐦゎࡀᏑᅾࡏࡎࠊ㔞Ꮚࢫࣆ

ែ㸦Jeﬀ = 1/2 ≧ែ) ࠶ࡿࡇࢆ᫂ࡽࡋࠊࢫ

ࣥᾮయࡢࠕⓎぢࠖࡢドᣐᚲせ࡞⣲ບ㉳㸦‽⢏Ꮚ㸧

ࣆࣥ㌶㐨┦స⏝ㄏ㉳ࡢࣔࢵࢺ㟁Ꮚᅛయ≧ែࡢฟ

ࡢ◊✲ࡉ࠼ᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࠋ㸯㸮ᖺᙉ๓࢟ࢱ࢚ࣇ

⌧ࢆᥦၐࡋࡓࠋࡉࡽࠊ㌶㐨⮬⏤ᗘࡀṚࢇࡔ≧ែ

ࡼࡗ࡚ḟඖࡢ⻏ࡢᕢᆺ᱁Ꮚ࡛ࢫࣆࣥᾮయࡢཝ

(Jeﬀ = 0) ⏕ࡌࡿ᪂ࡋ࠸⛛ᗎ≧ែࡸࠊ4f 㟁Ꮚ
ࡶ Jeﬀ = 1/2 ࡢᴫᛕࢆ⏝࠸ࡿ࡞ࡋ࡚ࠊ᪂ወ㟁Ꮚ

ᐦゎࡀ⌮ㄽⓗ♧ࡉࢀ࡚ࡽࡇࡢ࢟ࢱ࢚ࣇ㔞Ꮚࢫ
ࣆࣥᾮయࡢᐇ⌧ࡀ┒ࢇᶍ⣴ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᙜ◊✲

┦ࡢ᪂≀㉁㛤Ⓨࢆ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

ᐊ࡛ࡣࠊ࢟ࢱ࢚ࣇᶍᆺࡢึࡢᐇドࢆ┠ᣦࡋ࡚㸰
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ࣨڀݚ
 Ұক ।ڭतɹ ޱେڭॿ و

Ϋϩීว๏ଇΛੜΈग़͢ϛΫϩͳૉաఔʹؔ৺

1 ඪ४తྗֶ͕͑ͳ͍ੈքͷཧ๏ଇΛ୳Δ

Λ͚ɺӷথͷτϙϩδΧϧͳཚΕΛՄࢹԽ

ࢲ͕ͨͪʹͰ͖Δେ͖͞ͷ࣭ݱͷ͏ͪɺ
ݪૅجཧͱͳΔཧ๏ଇ͕ཧղͰ͖͍ͯΔͷ

ͯ͠ಈྗֶΛଊ͑Δ͜ͱʹޭ͠·ͨ͠ʢਤ 1ʣɻ

ͲΕ͘Β͍͋ΔͰ͠ΐ͏ɻྗֶɺͦΕʹཪଧͪ

2.2 ඍੜूஂͷ౷ܭ๏ଇΛ୳Δ

͞Εͨ౷ֶྗܭɺฏߧঢ়ଶɺͭ·ΓҰఆҰ༷

ී௨ͷ࣭͕ଟ͘ͷࢠ͔ΒͰ͖͍ͯΔΑ͏ʹɺ

ͳڥԼͰߦ͖ͭ͘ૉͳঢ়ଶʹ͍ͭͯɺਂ͘

ੜ͖ͷΑ͏ʹʮࣗΒಈཻ͘ࢠʯʮ૿৩͢Δཻࢠʯ

ͳྗڧཧ๏ଇͷଘࡏΛͯ͑͘ڭΕ·ͨ͠ɻҰํ

ͷूஂΛɺҰछͷ࣭ͱߟ͑Δ͜ͱͰ͖ΔͰ͠ΐ

Ͱɺ;ͱपΓΛݟճ͢ͱɺࣗવݱʹฏߧঢ়

͏͔ɻ࣮࠷ۙɺ͜͏ͨ͠ੈ͕ڀݚքதͰల։͞

ଶʹͳ͍ͷ͕ແʹ͋Γ·͢ɻਫۭؾɺ

Ε͓ͯΓɺ
ʮΞΫςΟϒϚλʔʯͱ͍͏͕ੜ·

نٿͰڊେͳରྲྀΛ͢·͍ͯ͜͠ىɻۭେ

Ε·ͨ͠ɻզʑɺඍখྲྀମ࣮ٕݧज़ͳͲΛ͍ɺ

ɺ༷ʑͳ༷Ͱ࠼ΒΕ͍ͯ·͢ɻͦͯ͠ੜɻࢲ

੍͞ޚΕͨ݅ԼͰόΫςϦΞͳͲͷඍੜूஂ

ͨͪͷମͰɺੜମࢠ͕༷ʑͳ࿈ܞϓϨʔͰ

Λͯ͠؍ɺूஂʹੜ·ΕΔடংঢ়ଶɺඇฏߧ

ࡉ๔ػΛࢧ͓͑ͯΓɺࡉ๔ڠಉͯ͠৫Λ࡞

ΏΒ͗ͷ౷ܭ๏ଇΛ୳͢·͍ͯ͠ٻɻߴີͷό

ΓɺͦΕ͕Έ߹Θͬͯ͞ੜ໋ݸମ͕Ͱ͖͍ͯ·

ΫςϦΞݒӷͰɺ௨ৗͷྲྀମͰ͜ىΒͳ͍

͢ɻͦ͏ͨ͠ݸମ͕ूͬͯूஂͱͳΓɺ༷ʑͳछ

ରྲྀύλʔϯʢਤ 2ʣసҠݱΛݟग़͠·ͨ͠ɻ

͕བྷΈ߹͏ੜଶܥΛͳ͍ͯ͠·͢ɻ͜ΕΒ͢

ࡉ๔αΠζͷ౷ܭ๏ଇΛௐΔڀݚ͍ͯ͠·͢ɻ

ͯɺඇฏߧͳঢ়Ͱگ૬͢༻࡞ޓΔࣗ༝͕ଟ͘

2.3 ଞʹ͍Ζ͍Ζ

ू·ͬͨ݁ՌɺϚΫϩεέʔϧͰඇࣗ໌ͳੑ࣭͕
ൃ͍ͯ͠ݱΔయ͑ݴͱྫܕΔͰ͠ΐ͏ɻ͜Ε͚ͩ

Ͱࣨڀݚଞʹɺେࣗ༝ͷΧΦεݱΛѻ

ັྗతͳݱ͕ࢄ͞ݟΕΔʹ߆Βͣɺඇฏߧݱ

͏ղੳख๏ͷ։ൃɺคମܥͷཻࢠӡಈͷՄٯੑ

Λѻ͏ཧ๏ଇൃల్্ʹ͋Γɺͦͷߏங

ʹؔ͢Δ࣮ݧɺࣗΒಈ͘ίϩΠυཻࢠͷ࣮Ͳͳݧɺ

ݱՊֶʹ՝͞Εͨେ͖ͳະղܾͱ͢·͑ݴɻ

ଟ͘ͷςʔϚ͕͍ͬͯ·͢ɻ͜Ε͔Βɺڀݚ
ࣨϝϯόʔͷڵຯʹԠͯ͡ɺग़དྷΔ͔͠Εͳ͍

2 ࣨڀݚͷςʔϚ

໘നͦ͏ͳ৽ςʔϚʹੵۃతʹઓ͍͖ͯ͠·͢ɻ

Ͱࣨڀݚɺඇฏߧݱ͕৫Γͳ͢౷ܭ

3 ͬͱৄ͘͠Γ͍ͨํ

ཧ๏ଇͷཧղΛࢦͯ͠ɺӷথɺคମɺίϩΠυ

ඦฉҰʹݟ͔ͣɻͥͻʹֶݟདྷ͍ͯͩ͘͞ɻ

ͳͲͷιϑτϚλʔɺόΫςϦΞͳͲͷੜ໋ࡐྉ
Λͯ͠༻׆ɺ࣮ڀݚݧΛల։͍ͯ͠·͢ɻݸผͷ

ͷ࿈བྷઌͪ͜Βɿkat@kaztake.org

ݱͷཧղͱΑΓɺݱʹґΒͳ͍ڞ௨ͷ

ࣨڀݚΣϒαΠτɿhttp://labjp.kaztake.org
ʢΑΓৄ͍͠ڀݚհ͕͋Γ·͢ʣ

ཧ๏ଇΛநग़͢Δ͜ͱɺͦͷΑ͏ͳ၆ᛌతͳࢹ
͔ΒࣄΛଊ͑Δ͜ͱΛࢦ͠ɺࣨڀݚ୯ҐͰ

Takeuchi Lab

ൺֱతଟ࠼ͳΛѻ͍ͬͯΔͷ͕ಛͰ͢ɻҎ
ԼɺࡏݱऔΓΜͰ͍ΔओͳςʔϚΛհ͠·͢ɻ

Nishiguchi et al. Nature Comm 2018

2.1 ӷথ͕͙ඇฏߧ๏ଇɿϚΫϩͱϛΫϩ
͋ΔछͷӷথɺిѹΛ͔͚ΔͱରྲྀΛ͜͠ىɺ
༷ʑͳରྲྀύλʔϯ͕ࣗݾ৫తʹग़ͨ͠ݱΓɺཚ
ྲྀΛࣔͨ͠Γ͠·͢ɻզʑɺ͜ͷཚྲྀͷաఔ
ʹ͓͍ͯɺʮKPZ ΫϥεʯͱݺΕΔඇฏߧීว

100Pm

ਤ 1ʢࠨʣ
ɿӷথͷཚΕΛ࢘ΔʮτϙϩδΧϧ
ܽؕʯͷՄࢹԽɻਤ 2ʢӈʣ
ɿόΫςϦΞݒӷʹ͓
͚ΔࣗൃతͳӔடংܗɻபΛཱͯΔ͜ͱͰɺ࣌
ܭճΓͷӔͱ࣌ܭपΓͷӔ͕ަݱʹޓΕΔɻ

๏ଇͷ࣮ڌূݧΛൃͨ͠·͠ݟɻզʑͷ࣮ܥݧɺ

KPZ ͷ༷ʑͳ༧ݴΛ͖ͰূݕΔݱঢ়།Ұͷ͋Ͱܥ
Γɺࣨڀݚ͜ͷΑ͏ͳϚΫϩීว๏ଇͷ࣮ݧ
ͰڀݚओಋతׂΛՌ͍ͨͯ͠·͢ɻ࠷ۙɺϚ
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Ꮚ⣔ࡢᆺⓗ࡞ࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿࣁࣂ࣮ࢻᶍᆺࡢཝᐦ
࡞ᅛ᭷≧ែ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㧗࠸࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆᣢࡗ
࡚࠸ࡿࡶ㛵ࢃࡽࡎ㉸ఏᑟࢆ♧ࡍࡇࡽࠊ࣮ࣞ

◊✲ᐊ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ:

ࢨ࣮ග࡞ࡼࡗ࡚㠀ᖹ⾮≧ែ࡛㉸ఏᑟࢆㄏ㉳࡛

http://dyn.phys.s.u-tokyo.ac.jp/home
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http://white.phys.s.u-tokyo.ac.jp/
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(a) Magnetization

1 研究の背景
現代のスーパーコンピュータの計算能力をもっ
てしても、多体のシュレーディンガー方程式を完
全に解くことはできません。そこで、対称性や量

0.4

NP1

0.15
P

0.3

0.1

子相関など、もとの方程式の中に含まれている物
理的に重要な性質を失うことなく、シミュレーショ

P2

N

0.05

ンを実行しやすい形へ表現しなおすことが、計算
物理における重要な伴となります。

K0

藤堂研究室では、モンテカルロ法などのサンプ

0.2

Zig-Zag

0.1

KSL

0

0.1

0.2

0.3

リング手法、経路積分に基づく量子ゆらぎの表現、
テンソルネットワークによるキタエフ模型の基底状態

特異値分解やテンソルネットワークによる情報圧
縮、統計的機械学習の手法などを駆使し、量子ス
ピン系から現実の物質にいたるまで、さまざまな

2.2 統計的機械学習の物性物理への応用

量子多体系に特有の状態、相転移現象、ダイナミ

近年、電子の電荷・スピン・軌道の自由度が複雑

クスの解明を目指しています。さらに、量子コン

に絡み合う 5d 電子系が大きく注目されています。

ピュータの基礎理論や量子機械学習アルゴリズム

これらの系のダイナミクスを機械学習に基づいて

の研究、次世代シミュレーションのためのオープン

効率的に計算する手法を開発し、実験家との共同

ソースソフトウェアの開発・公開も進めています。

研究を通じて、新しい物質の物理を解明していま

2 最近の研究テーマ

す。また、第一原理電子状態計算と実験の「データ

2.1 強相関系のためのシミュレーション手法
非局所更新法量子モンテカルロ法、連続空間量

同化」による結晶構造推定にも取り組んでいます。

2.3 フラストレートスピン系の新奇秩序

子モンテカルロ法、長距離相互作用系に対するオー

相互作用にフラストレーションが存在するスピ

ダー N 法、幾何学的カーネル構成法に加え、フラ

ン系では、スピンが互いに傾いた非共線的な秩序

ストレートした量子磁性体のためのテンソルネッ

が生じます。また、強いスピン揺らぎの結果、絶

トワークの手法、量子マスター方程式の方法、新

対零度まで磁気秩序が生じない「スピン液体」状

しい最適化手法などの開発も進めています。また、

態が実現することもあります。モンテカルロ法や

強相関量子格子模型シミュレーションためのオープ

スピンダイナミクス法を用いた古典フラストレー

ンソースソフトウェア ALPS、HΦ、TeNeS、計算

トスピン系の研究や、テンソルネットワーク法を

物質科学シミュレーションパッケージ MateriApps

用いたハニカム格子キタエフ模型に現れる量子ス

LIVE!など、さまざまなソフトウェアの開発・公開
を進めています。

ピン液体状態の研究を行っています。

2.4 量子コンピュータ基礎理論
近年、ゲート型量子コンピュータは急速に進歩し
ています。量子コンピュータの実用化むけて、ハー
ドウェアだけでなく量子アルゴリズムや量子回路
のデザイン、つまり「量子ソフトウェア」の開発
も重要です。量子回路の新しい最適化手法や量子
機械学習手法の研究、テンソルネットワークに基
づく量子コンピュータのシミュレータの開発とそ

Metropolis

heat bath

の並列化を進めています。

BC

藤堂研究室ホームページ:

モンテカルロ法における幾何学的カーネル構成法

https://exa.phys.s.u-tokyo.ac.jp/
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த௰ɾञҪ໌ਓࣨڀݚ
த௰  ڭतɹञҪ ໌ਓ ߨࢣɹං ޙ༑ ಛ।ڭतɹా ਸ߂ ಛॿڭ

ൃݟҎདྷɺ࣓ڧੑମͰ͔͠؍ଌྫ͕͋Γ·ͤΜͰ

1 ͡Ίʹ
ࠓɺੑͰॏཁͳൃ͕ݟ૬͍࣍Ͱ͍·͢ɻ͜

ͨ͠ɻͦͷதɺզʑ࣓ੑମ Mn3 Sn Λ༻͍ɺੈք

Ε·Ͱͷ࣓ੑಋɺεϐϯτϩχΫεͱ͍ͬ

ͰॳΊ࣓ͯڧੑঢ়ଶʹ͓͍ͯڊେҟৗϗʔϧޮ

͕ͨɺτϙϩδʔͱ͍͏֓೦ʹΑͬͯɺ࠶ͼ

ՌΛ؍ଌ͠·ͨ͠ [Nature (2016)]ɻ͜ͷ࣭ڧ

ݟ͞Εཧɾ౷߹͞Εɺଟ͘ͷ৽͍͠ཧݱ

࣓ੑମͷ 1/1000 ͷ࣓Խ͔࣋ͨ͠ͳ͍ͨΊɺϕϦʔ

ͷൃ͢·͍͕ͯͬܨʹݟɻ·ͨɺૉཻࢠͰൃ

ʹۃ͕ۂେ͖͘ͳΔߏػͷղ໌͕՝Ͱͨ͠ɻ

ୡͨ֓͠೦͕ੑͷ࣮ॳͰݧΊͯ֬ೝ͞Εͨ

ͦ͜ͰɺϕϦʔۂۭؒͷԾ࣓Ͱ͋Γɺ

ΓɺӉɾྔࢠใͷٕज़͕ྔࢠӷମಋ

ϫΠϧΛݱͯ͠ͱݯΕΔ͜ͱʹண͠ɺిࢠঢ়

ͷͰڀݚϒϨʔΫεϧʔΛͨΒͨ͠Γͱɺطଘ

ଶͷղ໌ΧΠϥϧҟৗͷڀݚΛߦ͍ɺ࣭தʹ࣓

ͷΛ͑ͨ৽͍͠ࢹͰͷ͕ڀݚੑʹ

ؾϫΠϧϑΣϧϛΦϯ͕͍Δ͜ͱΛͦͷੈքॳͷ

มֵΛͨΒ͍ͯ͠·͢ɻ͜͏ͨ͠େ͖ͳைྲྀΛ

ྫͱͯ͠໌Β͔ʹ͠·ͨ͠ [Nat. Mater. (2017)]ɻ

ઌಋ͍ͯ͠Δͷɺ࣮ɺ৽͍֓͠೦Λ۩͢ݱΔ

͜ΕΒͷݱͯࣨ͢ԹͰݱΕΔ͜ͱ͔Βɺεϐ

ྔࢠ࣭ͷൃ͢Ͱݟɻͦͷݪಈྗɺੑͷਂ͍

ϯτϩχΫεΤωϧΪʔϋʔϕεςΟϯάͱ

ཧղʹ͍ͨͮج࣭୳ࡧͱͦͷ߹Ͱ͋Γɺੈք

͓ͯ͠ٴΓɺڊେͳ࣓ؾిޮՌֶ࣓ޫؾΧʔ

࠷ߴਫ਼ͷੑଌఆٕज़Ͱ͢ɻࢲ͕ͨͪੜΈग़͢

ޮՌͷൃ[ ݟNat. Phys. (2017), Nature (2020),

ྔࢠ࣭৽͍͠ཧ֓೦Λఏૅج͠ڙͰੈ

Nat. Photonics (2018)]ɺ࣓ڧੑεϐϯτϩχΫ

քΛઌಋ͢Δ͚ͩͰͳ͘ɺͦͷػ͖͘ڻੑΏ

ε [Nature (2019, 2020)] ͳͲʹ͢·͍͕ͯͬܨɻ

͑ʹ࢈ۀք͔ΒΛूΊ͍ͯ·͢ɻ͜ΕΒͷ
ಠࣗͷྔࢠ࣭Λ༻͍ͯɺ༷ʑͳͰڥͷਫ਼ີଌ
ఆΛࣗΒߦ͏͜ͱͰɺ৽͍͠ੑͱͦͷഎ͋ʹޙ
Δཧ๏ଇͷղ໌Λࢦ͍ͯ͠·͢ɻ

2 ओͳڀݚςʔϚ
1. ࣭தͷ૬ରతཻࢠݱࢠྔن৽ͼٴ
ɹ • ϫΠϧཻࢠͱΧΠϥϧҟৗ
ɹ • ྔࢠεϐϯΞΠεͷ࣓ؾ୯ࢠۃɺϑΥτϯ

2. τϙϩδΧϧ࣓ੑମͷࣨԹྔࢠಋ
ɹ • ϫΠϧ࣓ڧੑମͷεϐϯτϩχΫε

ਤ̍ɹ Mn3 Sn ͷ࣓ߏؾͱϫΠϧͷ֓೦ਤ

ɹ • ϕϦʔͱۂɾޫڊେԠ

3. ڧ૬ؔిࢠ͚͓ʹܥΔྔࢠ૬సҠ

4 ͓ΘΓʹ

ɹ • ଟࢠۃ༳Β͗ʹΑΔҟৗۚଐ૬ɾߴԹಋ

ࢲͨͪɺ৽ೖੜͷํʹڀݚΛ௨ͯ͡ʮ
ੑʯͱʮൃ৴ྗʯΛʹண͚͍͖͍ͯͨͩͨͱࢥͬ

3 ࠷ۙͷ͔ڀݚΒ

͓ͯΓ·͢ɻֶੜͷํɺ༂ಈతͳͷைྲྀΛײ

• τϙϩδΧϧ࣓ڧੑମʹ͓͚ΔϕϦʔҐ૬ޮՌ

͡ͳ͕ΒɺΦϦδφϧͳൃͷͱʹڀݚΛਐΊɺ

ϕϦʔۂྔࢠϗʔϧ͚͓ʹܥΔʢνϟʔ

࣌ʹੈքͷୈҰઢͷڞಉ͢ྗڠͱऀڀݚΔʕͦͷ

ϯʣʹ૬͢ΔྔͰ͋Γɺਨํͷྔࢠಋ

ͨΊʹɺզʑͷ࣋ͭʮࠃࡍڌωοτϫʔΫʯੈ

Λ༠͢·͠ىɻͦͷॹ TKNN ެࣜ (Thouless-

Kohmoto-Nightingale-den Nijs) ͱͯ͠ΒΕɺThouless ͜ͷޭͰ 2016 ʹϊʔϕϧཧֶΛड

ք࠷ߴͷʮڥڀݚʯͱͷ֞ࠜΛ͑Δʮݚ
ڀ࿈ܞεΩʔϜʯΛར༻͍͚ͯͨͩ͠Εͱࢥͬ
͍ͯ·͢ɻཧֶͷૅجͷྗͰੈքΛม͑Δɺͦͷ

͍ͯ͠·͢ɻҰํɺҟৗϗʔϧޮՌθϩ࣓

Α͏ͳҙࠐؾΈͷ͋ΔํΛ͓͍ͪͯ͠·͢ɻ

Ͱൃ͢ݱΔϗʔϧޮՌͰ͋Γɺಉ༷ͷϕϦʔۂ

 ࣨڀݚHP https://nakatsuji-lab.phys.s.u-tokyo.ac.jp

ʹߏػΑΔཧղ͕ਐΜͰ͍ͨͷͷɺ̍̕ੈلͷ
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ࣨڀݚ
૱ ڭतɹߴࡔ༸࢙ ߨࢣ

ࢠࡉ๔ɺ͢ͳΘ࣭ͪͷू߹ʹա͗ͳ͍

Λ໌Β͔ʹͰ͖·͢ʢਤ̎ʣɻҰํɺճ࿏ͷߏͷ

ʹɺͳͥใॲཧྗ͕ग़͢ݱΔͷͰ͠ΐ͏͔ɻ͜

ղੳʹ͍ͭͯɺզʑࢀՃ͢Δࠃࡍతͳڞಉݚ

ͷ͍ݱՊֶʹ͞Εͨ࠷େͷಾͷҰͭͰ͢ɻ

ʹڀΑΓਐΊΒΕ͍ͯ·͢ɻίωΫτʔϜͱΑ

ɾਆܥܦχϡʔϩϯಉ͕࢜ઢ͠ճ࿏Λߏ

ΕΔɺਆࡉܦ๔ؒͷ݁߹༷ࣜΛిࢠݦඍڸը૾͔

͢Δ͜ͱͰػ͠·͢ɻ͕ͨͬͯ͠ɺͷใॲཧ

Βͯ͢࠶ߏங͢Δͱ͍͏ख๏Ͱ͢ɻҎ্ͷΑ͏

ͷΈΛղ໌͢Δʹɺճ࿏Λߏ͢Δଟͷ

ͳ࣮ݧख๏Λ૯߹తʹద༻͢Δ͜ͱͰɺͲͷΑ͏

χϡʔϩϯΛγεςϜͱͯ͠ཧղ͠ͳ͚ΕͳΓ

ͳઢΛͭճ࿏ͷͳ͔ΛɺͲͷΑ͏ʹใ͕ྲྀ

·ͤΜɻ͜ͷͨΊʹɺҎԼͷ̎ͭͷํ๏͕ඞཁ

ΕΔ͜ͱͰɺಛఆͷӡಈύλʔϯ͕ੜ͞ΕΔͷ

ͱ͞Ε·͢ɻ1. ճ࿏ͷߏɺ͢ͳΘͪਆࡉܦ๔͕

͔Λ୳͍ͬͯ·͢ɻಛʹɺਆ׆ܦಈૢ࡞ʹΑΔಛ

ͲͷΑ͏ʹઢ͍ͯ͠Δͷ͔ɺΛղੳ͢Δɻ2. ճ

ఆͷਆࡉܦ๔܈ͷઁಈ͕ɺճ࿏શମͷ׆ಈʹͲ

࿏׆ಈͷۭ࣌ؒμΠφϛΫεɺ͢ͳΘͪਆࡉܦ๔

ͷΑ͏ͳӨڹΛ༩͑Δ͔Λܥ౷తʹղੳ͠ɺ͞Β

͕ͲͷΑ͏ͳύλʔϯͰ׆ಈ͢Δͷ͔ɺΛղੳ͢

ʹϞσϧԽ͢Δ͜ͱͰɺਆܦճ࿏͕γεςϜͱ͠

ΔɻҎ্ͷߏͱμΠφϛΫεʹؔ͢Δ࣮ݧσʔ

ͯͲͷΑ͏ʹ࡞ಈ͠ใॲཧྗΛग़͢Δͷ͔

λΛͱʹɺճ࿏ͷใͷྲྀΕΛ໌Β͔ʹ͠ɺ͞

Λཧղ͍ͨ͠ͱ͢·͍ͯͬئɻߏཁૉؒͷ૬ޓ

Βʹഎ͋ʹܠΔճ࿏ͷཧΛ୳Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱ

࡞༻ΛϦΞϧλΠϜʹղੳՄͳجຊճ࿏ͷڀݚ

ظ͞Ε·͢ɻैདྷɺਆܦճ࿏ͷෳࡶ͔͞Βɺ͜

ʹΑΓɺ৺·ͰੜΈग़͢Α͏ͳਆܥܦͷൃ

ͷΑ͏ͳղੳࠔͰͨ͠ɻ͔͠͠ɺ࠷ۙͷٕज़

γεςϜΛཧղ͢Δ͜ͱ͕ࢲͨͪͷເͰ͢ɻ

ֵ৽ʹΑΓɺ্هͷ̎ͭͷղੳख๏ʹେ͖ͳਐల
͕͋ΓɺͷڀݚΛඈ༂తʹൃలͤ͞Δ͜ͱ͕Ͱ
͖Δͱͷػӡ͕ߴ·͍ͬͯ·͢ɻࢲୡɺ͜͏͠
ٕͨज़ֵ৽Λಛʹద༻͍͢͠γϣδϣόΤ
ͷਆܥܦΛϞσϧͱͯ͠ɺਆܦճ࿏ͷ࡞ಈݪཧΛ
୳͍ͬͯ·͢ɻใॲཧͷػ୯ҐͱͳΔΑ͏
ͳجຊճ࿏Λ͚ͭݟग़͠ɺͦΕΛϞσϧԽ͢Δ͜
ͱͰΛཧղ͢Δͷ͕ඪͰ͢ɻ
۩ମతʹɺγϣδϣόΤ༮ͷӡಈΛ੍
͢ޚΔਆܦճ࿏ʹண͠ɺಛఆͷӡಈύλʔϯΛ
ਤ̍ɿΧϧγϜΠϝʔδϯάʹΑΔਆ׆ܦಈͷղੳɻਆܦ৫ͷ
ଟͷࡉ๔ʢ্ʣͷ׆ಈΛΠϝʔδϯάσʔλ͔Βࣗಈநग़࣌ؒ͠ܦա
ʹ͏มԽΛܥ౷తʹղੳ͢ΔʢࠨԼɺ৭͕׆ಈঢ়ଶΛࣔ͢ʣɻΫϥ
ελϦϯάղੳ࣍ݩॖʹΑΓճ࿏શମͷঢ়ଶมԽΛ 3 ۭ࣍ؒݩ
ͰՄࢹԽ͢Δ͜ͱͰ͖ΔʢӈԼʣɻ

ੜΉجຊճ࿏ͷΈΛ୳͍ͬͯ·͢ɻγϣδϣ
όΤΛ༻͍Δେ͖ͳརɺൃୡͨ͠Ҩࢠૢ
࡞ٕज़Λ༻͍Δ͜ͱͰɺෳࡶͳਆܦ৫ͷͳ͔
Ͱಛఆͷਆࡉܦ๔ͷ׆ಈΛՄࢹԽ͠ɺ͞Βʹ׆ಈ
ૢ࡞͢Δ͜ͱ͕Մͳ͜ͱͰ͢ɻྫ͑ɺΧϧγ
ϜΠϝʔδϯάͱ͍͏ख๏Λ༻͍Δͱɺଟͷ
ਆࡉܦ๔͕׆ಈ͢Δ༷ࢠΛܥ౷తʹଌఆ͢Δ͜ͱ
͕Ͱ͖·͢ʢਤ̍ʣɻ·ͨɺύονΫϥϯϓ๏ਆ
ࡉܦ๔ͷ׆ಈΛߴ͍࣌ؒղͰଌఆ͢Δ͜ͱΛ
Մʹ͠·͢ɻ࠷ۙ։ൃ͞Εͨըظతͳٕज़Ͱ͋
ΔޫҨֶ (optogenetics) Λ༻͍ΔͱɺޫΛরࣹ

ਤ̎ɿύονΫϥϯϓ๏ʹΑΔਆ׆ܦಈଌఆͱޫҨֶʹΑΔૢ࡞ɻ
ඍখిۃΛਆࡉܦ๔ʹೖ͢Δ͜ͱͰɺͦͷ׆ಈΛిؾ৴߸ͱͯ͠औಘ
Ͱ͖Δɻ͞ΒʹޫҨֶͱΈ߹ΘͤΔͱɺଞͷࡉ๔܈ͷ׆ಈૢ࡞͕ଌ
ఆதͷਆࡉܦ๔ͷ׆ಈʹ༩͑ΔӨڹΛௐΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ͜ͷਤͷ
߹ɺޫরࣹ (light ON) ʹΑΓɺεύΠΫੜ੍͕͞ΕΔ͜ͱ͔Βɺ
ૢ࡞ରͷਆࡉܦ๔੍͕తͳೖྗΛ༩͍͑ͯΔ͜ͱ͕͔Δɻ

͢Δ͜ͱͰಛఆͷਆࡉܦ๔ͷ׆ಈΛૢ࡞͢Δ͜ͱ
͕Ͱ͖·͢ɻ͜ͷΑ͏ͳ׆ಈૢ࡞͕ɺਆܦճ࿏
ͷଞͷਆࡉܦ๔ͷ׆ಈ༷ࣜʹͲͷΑ͏ͳมԽΛੜ
͡Δ͔ΛௐΔ͜ͱʹΑΓɺճ࿏ͷใͷྲྀΕ
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ૠੴঝ٥߳
ૠੴঝ ࠹ָ ޣƄƄ࠾ ތຎਫ ࢊָ

ɘʟޫʂఉɠְҏɻࠄɩʠʟɳʕɿɻɡʟ
ݚఉɻɖʟƆංఉଐɿʊɸɟɷɳशɠशࣘɿɩ
ɪఉʦݩʟʜɚɿƅ
ƹޫʂҍƺɻʖɩɪఉɠɻɡ
ɺɘʟɧɼʦߟɫɺɘʟƆɳɴɫƅɱʂఉૠʃȚ
nm ଟʂಘʂఉɻɖʞƅഅӁʂԷɼɫɺࡁ
ɚຟޫຢӁɠָɜʟޫʂఉஓड़ɠঋ٪ɜɺɘ
ʟƆѳયШʘʘϓࣘʂࢡɩɾມηɻʃƅɩɪఉ
ɠஔअЌࣨɿұɠɷɺɘʟƆ࠵Ξʂְҏɠˤˍ˺
ʾ˪˲ࣖതɼɾɷɺޫʦടɬܛʕɺɘʟƆʒɩ
ɿຟޫຢӁʂˤˍ˺ʾ˪˲εڌʂЖࡁʦ߹ݘ
ʂഅ߸ɻ߹ټɫɺɘʟɧɼɿɾʟƆ
ɧʂʜɚɿٌࢰȘޫٵɴɥɿߢศޫɠ
ਣݚɭʟɼƇՉʖۿɘʃɮƆ٥߳ɻ
ʃƇȘޫٵʘॅޫٵໆʂʂܺޫٵʂՉ
ʦਗɭʟɳʕɿƇݔʂजʦޡɷɳțज
Չਗ൚ʦҔɫɳƆयșʃƇ أ10 nm ଟ
ʂʲƟˣ˺ˑ˕ˈˬƟ˝ʦजɼɫɺๆɫƇҙ
șඕʂजɟʝກʦກɫܛʓƇșඕʂजɻ
΄ۼчʦਗɫɺɘʟɼɡʂޫٱಘࠃ׃ऐɻ
ɖʟƆजɼजʂԝҿʃॅࡒ nm ʒɻࢡɩɣɻɡʟƆ
݂פɻʃߞड़ʂजʦๆɘɺޫˀ˛˺ʂກʠʦ٠
ࡥɫɺɘʟƆಘʂഅ߸ʃ˥ʶ˴ɾˀʸƟ˲ɼʃ
βɷɳड़߸ʦߟɭɧɼɠʣɟɷɺɡɳƆ

1 Ɖˑ˕അӁɼʃ
٥߳ɠছɼɫɺɘʟƉˑ˕അӁɼʃƅ
അ߸ʘˑ˕˨ƟˆˀʸƟ˲ۚਏɿยɾഅड़ƅ
࣐ټʦ٥ɭʟഇฅɻƅࡓʂچਹഅӁɿʃ
ɘ۪ɜ൘ʘࠡ൚ʦޡɚƆຶɜʄƅٌࢰʂ݂ࣘ
ɻʂޫٵɿʃƅٌ܄ɭʟޫٵɠഭɿʃਣݚɫ
ɾɘʂɻƅɱʂʒʒɻʃΑɾɳʕƅפ൮
ʂޫٵɠഝʇɜʦՔɧɫɺƅٌࢰೱɻʃ٪ʝ
ʠɾɘࠣɾޫٵజໆƭۚਏƮʦݩɷɺΑ
шɭʟƆʒɳƅഅ߸ೱɼΪɾʞƅɻʃ
ԝୃࣁड़ɠఌʠɺɞʞƅɱʂٌїƅࠣɾ
ޫࣨੁɠآढ़ɩʠɳʞƅޫʂˀ˛˺ʂڽɡɿʜɷ
ɺޫʯ˔˲ʵƟࡵΛɠഇ້ɫɳʞɭʟƆɱʂɳ
ʕƅুɣईɫɘഅड़ʦߟɭɧɼɠɖʞƅܞʒɻɿ
ɘˑ˕ˀʸƟ˲ʂଊߘٴഅड़അʂ೮ੑɼɾʟƆ
ɧʂഇฅʃˑ˕ˍʶ˕˴ʿƟʘˀ˛˺ˏ˴˒ʶˀ
ɼڅʄʠʟЫๆഇฅɼʖٌɫɺɘʟƆˑ˕˨Ɵ
ˆˀʸƟ˲ʂಘݔɾञۚۆਏʦഅ߸ࣘɻݩ
ʞƅɱɧɻກʘˀ˛˺ʂກʠʦๆɫɳˎ˗ʫ
ˀɿЫๆɫʜɚɼɘɚ٥ʖ२ʧɿ۱ʣʠɺɘʟƆ
Ɖˑ˕അӁʃƅɩʒɪʒɾഇฅɿԟ໓ɭʟ
ӁݘଯഇฅɻɖʟƆ
2 ٥߳ɻʃ
٥߳ɻʃƅౝਹʘץਛƅਹƅˏˤ˴
ʿʲ˲ওМਹɼڅʄʠʟٌࢰʂʦ࣐ɼɫɺƅ
ޫٵజໆƅޫࣨੁƅ৷ୃΫƅޫทƅ߸ຟท
ɾɽʦˍƟ˥ɿਪҺଯɿ߹ٲ٥ʦछʕɺɘʟƆ
ஔߗɿƅईɫɘ߹ࠡٲ൚ʂ۪Εʘ࣐ټʦๆ
ɫɳຟޫڹїʂԘਗɿʖࠟʞܛʧɻɘʟƆ߹ٲ
ಖɼɫɺƅޫѾƅਃܵˏ˺˔˲ٱಘ׃ƅਃܵ
ޫٱಘ׃ƅڶޫഇڶƅ˥ʫʶ˴țઅޫ˞˴Ɵ˝ƅ
țजؠਃܵˏ˺˔˲ٱಘ׃ƅֲߞࣟτюؠ
Չਗਂટɾɽʂۿऐਂટʦಖɜƅਪ
Һଯɾ٥ʦछʕɺɘʟƆ࣏ݔʃ٥߳ʂˢƟ
˧ˡƟʿʘ۱ඕƹ٪ɜɾɘʖʂʦʓʟƺ
ƭૠੴঝ
࠹ુޣƅୱ֣Ӂࡥ౦ѼƮʦࢻދƆ

यȘƈޫʂҍʂɩɪɾʓ

3 ݂פʂ
ʾ˱ʺ˺ٌࢰʂࣘɿޫٵקʦȘޫٵɴɥ
મɩɯɺƇȘޫٵڻɩʂץਛʦݩʟɧɼɠɻɡ
ʟƆɱɧɻʃޫɠߢศɿஓɡѾɷɺɘʟƆɱʂ
ʦȝ K ɿືնɫɺƅਃܵˏ˺˔˲ٱಘ׃ɻԘ
ݺɫɳٌїɠयȘɻɖʟƆಒɿݔɟɾՑଯɾ
ໆʃƅޫٵקɻɖʟƆɧʂɿƭAƮɻߟɫɳٵ
ޫˀˍˊ˞અʘƭBƮɻߟɫɳভଯɾְҏʂפ൮
ɻʃࠁ෦โɠ٪ɜʟɠƅɧʠʃƅࣘʦஓɘɺ

यșƊ˦ʶ˴ɾजʦޡɷɳțजՉਗ
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ࣨڀݚޱ
ޱҰ।ڭतɹӬాՆւॿڭ

1 ֓ڀݚཁ

Ͱ͢ɻରশੑཧɺ(i) ඪ४ܕͷෆࣗવ͞

ࢲɺૉཻࢠͷඪ४ܕΛ͑ͨͱ͜ΖʹͲΜͳ

ͷΛղܾ͢Δ (ii) ҉ࠇ࣭ͷީิΛؚΉ (iii)

ཧ͕͋Δͷ͔ɺࣗવքʹଘࡏ͢ΔΑΓجຊతͳ

ඪ४Ͱܕόϥόϥͩͬͨ̏ͭͷ૬༻࡞ޓͷڧ

౷Ұཧ͕Կͳͷ͔͕Γͨͯ͘͢·͍ͯ͠ڀݚɻ

͕͞ߴΤωϧΪʔͰ̍ͭʹ౷Ұ͞Εʮେ౷Ұཧʯ

2012 ɺૉཻࢠͷඪ४Ͱܕ།Ұະൃͨͬͩݟ

ͷ༧ݴΛ࠶͢ݱΔɺͳͲͷಛ͕͋Γ·͢ɻ·ͨɺ

ώοάεཻࢠ͕͍ͭʹൃ͞ݟΕ·ͨ͠ɻૉཻࢠͷඪ

ॏྗؚΊͨۃڀͷ౷Ұཧͷ࠷༗ྗީิͰ͋Δ

४ܕඇৗʹૉΒ͍͠ޭΛऩΊ͓ͯΓɺݱ

ݭཧରশੑͷଘࡏΛཁ͢·͍ͯ͠ٻɻ

ࡏΒΕ͍ͯΔߴΤωϧΪʔ࣮ݧͷ݁Ռͷ΄ͱΜ

͜Ε·Ͱࢲɺରশੑཧͦͷଞͷඪ४

ͲΛໃ६ͳ͘આ໌͢Δࣄ͕ग़དྷ͍ͯ·͢ɻ͔͠͠

ܕΛ͑ΔཧͷΈʹ͓͍ͯɺߏܕஙɺݱ

ͳ͕Βࣗવքʹඪ४Ͱܕઆ໌ग़དྷͳ͍ݱ

తڀݚɺॳظӉͷԠ༻ͱ͍ͬͨڀݚΛ

͕͋Γɺඪ४͕ܕૉཻࢠཧΛهड़͢Δۃڀͷ

ߦͳ͖ͬͯ·ͨ͠ɻ

ཧͰ͋Δͱߟ͑ΒΕ·ͤΜɻ
ࡏݱͷӉͷΤωϧΪʔ 68 ˋ͕҉ࠇΤωϧ

2 ࣮ݧɾ؍ଌͱͷؔ࿈
࠷৽ͷӉ؍ଌૉཻࢠ࣮ݧͷ݁Ռʹͯ͠

Ϊʔɺ 27 ˋ͕҉ࠇ࣭ɺ 5 ˋ͕զʑͷͬͯ

ཧత͢·͍ͯ͑ߟͱ͍͖͍ͨͯ͠ݩؐʹڀݚɻ

͍Δ௨ৗͷ࣭ʢओʹόϦΦϯʣ͔Β͍ͬͯΔࣄ
͕͔͍ͬͯ·͢ɻ͔͠͠҉ࠇΤωϧΪʔͷਖ਼ମ/

• ҉ࠇ࣭୳ࡧ (ಛʹ WIMP ݕग़Λૂͬͨ
୳ࡧ࣮ )ݧͷײۙඈ༂తʹ্͍ͯ͠·͢ɻ

ݯىɺ҉ࠇ࣭ͷਖ਼ମ/ݯىɺ࣭ͦͯ͠ɾ࣭

• Planck ӴʹΑΔӉഎܠࣹͷଌఆʹΑΓඪ

ͷඇରশੑͷݯىʢόϦΦϯඇରশੑͷݯىʣͷ

४Ӊ͕ৄࡉʹ͞ূݕΕɺΠϯϑϨʔγϣϯʹ

͍ͣΕ·ͩղ໌͞Ε͍ͯ·ͤΜɻ͜ΕΒͷಾ

ؔ͢Δఆྔతͳใ໌Β͔ʹͳ͖ͬͯ·ͨ͠ɻ

ૉཻࢠͷඪ४ܕ/ඪ४ӉͷͰઆ໌ग़དྷ

• ੈք࠷ߴΤωϧΪʔͷিಥ࣮ݧɾLHC ͔Βɺ

ͣɺඪ४ܕΛ͑ͨཧ͕ඞཁͱͳ͖ͬͯ·͢ɻ

ࠓޙ৽ͨͳ݁Ռ͕ग़ͯ͘Δ͜ͱ͕ظ͞Ε·͢ɻ

͞ΒʹӉͷ͘͝ॳʹظΠϯϑϨʔγϣϯ͕ى

• 0νββ ࣮ݧɺϛϡʔΦϯҟৗ࣓ؾ࣮ʹݧ

ͬͨ͜ͱߟ͑ΒΕ͍ͯ·͕͢ɺΠϯϑϨʔγϣϯ

͍ͯ͠·͢ɻ

·ͨɺඪ४ܕΛ͑ͨཧΛཁ͢·͍ͯ͠ٻɻ

3 ͜Ε·Ͱͷڀݚ

·ͨඪ४ʹܕཧతෆࣗવͳɺෆશ

• ҉ࠇ࣭ͷߏܕங͓Αͼͦͷ࣮ݧɾ؍ଌʹΑ

ʹ͑ݟΔ͕͋Γ·͢ɻྫ͑ɺࣗવքͷجຊత

Δؔ͢ʹূݕΔڀݚɺ• தੑࢠͷԹ؍ଌΛ༻

ͳεέʔϧ͕ඇৗʹߴ͍ΤωϧΪʔεέʔϧʢૉ

͍ͨૉཻࢠ৽ཧʢ҉ࠇ࣭ɺΞΫγΦϯʣ୳ࡧ

ʹϓϥϯΫεέʔϧ ∼ 1018 GeV ۙลʣʹ͋

ͷڀݚɺ• ӉͷόϦΦϯඇରশੑΛઆ໌͢Δγ

ΔͰ͋Ζ͏ࣄΛߟ͑Δͱɺඪ४ܕͷిऑରশੑ

φϦΦʢಛʹඇৗʹখ͞ͳχϡʔτϦϊ࣭ྔͷى

ͷഁΕͷεέʔϧʢ∼ 100 GeVʣ͕ͦΕʹൺͯ

ؔͱݯ࿈ͨ͠ Leptogenesis γφϦΦʣͷڀݚɺ•

ԿͦނΜͳʹখ͍͞ͷ͔͕ಾͷ··Ͱ͢ʢʮ֊

ϛϡʔΦϯͷҟৗ࣓ؾΛઆ໌ग़དྷΔରশੑ

ੑʯʣɻ·͍ͨڧ૬༻࡞ޓΛهड़͢Δ QCD ʹ

ܕͷߏங͓Αͼղੳɺ• ݭཧɺߴ࣍ݩཧ

͓͚Δʮstrong CP ʯඪ४͞ʹܕΕͨ

ʹࡏ͢ΔϞδϡϥΠཻࢠ͕ଘࡏ͢Δ࣌ͷॳظӉ

࠷ॏཁͷҰͭͰ͢ɻχϡʔτϦϊ࣭ྔͷݯى

ͷڀݚɺ• ରশੑཧɾॏྗཧ͕༧ݴ

͔͍ͬͯ·ͤΜɻҎ্ͷ͔Βɺ
ʢࢲؚΊ

͢ΔཻࢠʮάϥϏςΟʔϊʯΛ࣮ݧతʹ͢ূݕΔ

ͨʣଟ͘ͷૉཻࢠཧऀڀݚɺඪ४ܕΛ͑

ํ๏ͷఏҊɾղੳɺ͓ΑͼͦΕʹؔ࿈ͨ͠ॳظӉ

ͨɺΑΓجຊతͳཧ͕ʢయܕతʹΤωϧΪʔ

ͷڀݚɺͳͲ

100 GeV ∼ 1 TeV Ҏ্ͷͱ͜Ζʹʣଘࡏ͠ɺͦΕ

Ωʔϫʔυɿඪ४ཧΛ͑ͨཧɺॳظӉɺ

͕ඪ४ܕͷෆࣗવ͞Λղܾ͍ͯ͠ΔͷͰͳ͍

҉ࠇ࣭ɺӉͷ࣭ɾ࣭ඇରশੑʢόϦΦ

͔ͱߟ͖͑ͯ·ͨ͠ɻ

ϯੜʣɺΠϯϑϨʔγϣϯ

ྫ͑ɺඪ४ܕΛ͑ͨཧͷީิͱͯ͠ࢲ

4 ࣨڀݚϗʔϜϖʔδ:

͕ڵຯΛ͍࣋ͬͯΔΈͷҰ͕ͭɺରশੑཧ

http://www-hep.phys.s.u-tokyo.ac.jp/~hama
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ᯘ◊✲ᐊ
ᯘ̭ᑗග ᩍᤵ̭Ἑཱྀ ┿ᚿ ຓᩍ

ࡢ◊✲࡛᫂ࡽ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋᮏ◊✲ᐊ࡛ࡣࢫࣆ

1 ◊✲ࡢ⫼ᬒ
㟁Ꮚࡣࠕ㟁Ⲵࠖ⮬㌿┦ᙜࡍࡿゅ㐠ື㔞ࠕࢫ

࣮ࣥ࣍ࣝຠᯝ࡞ࡼࡗ࡚ࢫࣆࣥὶࡀ⏕ᡂࡉࢀࡿ

ࣆࣥࠖࢆᣢࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ᪥ࡢ༙ᑟయ࢚ࣞࢡࢺࣟ

≀⌮ࡢゎ᫂ࠊࢫࣆࣥὶࡀ⏕ࡳฟࡍ᪂ࡓ࡞≀ᛶࡢ

ࢽࢡࢫࡣ㟁Ꮚࡢࠕ㟁Ⲵࠖࢆไᚚࡍࡿࡇ࡛ࡁࡃ

᥈⣴ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ≉ࠊࢫࣆࣥ㌶㐨┦స⏝

Ⓨᒎࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ୍᪉ࠊ㟁Ꮚࡢࠕࢫࣆࣥࠖࡀ⏕

ࡀࡁ࠸≀㉁ࢆཎᏊᒙ࡛ࣞ࣋ࣝ⤌ࡳྜࢃࡏࡓேᕤ

ࡳฟࡍ≀ᛶࠊ≀⌮ࡣᮍゎ᫂࡞ࡇࢁࡀከࡃࠊࡓࡔ

ࢸࣟᵓ㐀࡛ࡣࠊ᪂ࡓ࡞⌧㇟ࡀḟࠎぢࡘࡗ࡚

ࡑࡢᵝ┦ࡣከᙬ࡛ࡍࠋࡓ࠼ࡤࠊ≀㉁୰ࡢ㟁Ꮚࢫ

࠾ࡾࠊᚋࡢᒎ㛤ࡀᮇᚅࡉࢀࡲࡍࠋ

ࣆࣥ㛫ࡢ┦స⏝ࡼࡗ࡚ࠊ☢ᛶࡸ㉸ఏᑟ࡞ࡀ

(2) ࢺ࣏ࣟࢪ࢝ࣝ≀㉁ගࢫࣆࣥኚ⌧㇟

Ⓨ⌧ࡋࡲࡍࠋ୍᪉ࠊ⾲㠃ࡢ㟁Ꮚ≧ែࡀࣂࣝࢡẚ

≉␗࡞⤖ᬗᵓ㐀ࢆᣢࡘ≀㉁ࡸ␗✀≀㉁㛫ࡢ⏺㠃ࠊ⾲

࡚␗㉁࡞ࠕࢺ࣏ࣟࢪ࢝ࣝ⤯⦕య࡛ࠖࡣࠊ⾲㠃ࡔ

㠃࡛ࡣࠊ㟁Ꮚࡢࢫࣆࣥࡢྥࡁࡀ⛣ື᪉ྥ⤖ྜࡋ

ࡅࢫࣆࣥࡢྥࡁ౫Ꮡࡋࡓᩓ㐓ࡢ࡞࠸㟁Ꮚࡢὶ

ࡓ㟁Ꮚ≧ែࡀⓎ⌧ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡽࡢ

ࢀࠕࢫࣆࣥὶࠖࡀ⏕ᡂࡉࢀࠊࡑࡢ≉␗࡞ఏᑟࡀ㔞

≀㉁࠼ࡤ೫ගࢆ↷ᑕࡍࡿࠊࢫࣆࣥࡢྥࡁ

Ꮚ₇⟬࡞⏝࡛ࡁࡿࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࡀᥞࡗࡓ࢟ࣕࣜࡀບ㉳࣭⛣ືࡍࡿࡢ࡛ࠊࢫࣆࣥ

ࡇࡢࡼ࠺ࠊᅛయ୰࡛ࡣ㟁Ꮚࡀᣢࡘࢫࣆࣥࡀ㠀ᖖ

೫ᴟࡋࡓග㉳㟁ὶࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡲ

㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ୍᪉࡛ගࡶࡲࡓࠊ

ࡍࠋ≀㉁ࡢ㟁Ꮚ≧ែගࡢ┦㛵㛵ࡍࡿ◊✲ࡣྂ

㟁Ꮚྠᵝࠊࢫࣆࣥࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊሗ㏻ಙ
ࡸศග

ࡃࡽ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ㏆ᖺⓎぢࡉࢀࡓࢺ࣏ࣟࢪ࢝ࣝ

ᐃ࡞࡛⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋᮏ◊✲ᐊ࡛

⤯⦕యࡸ༙࣡ࣝ㔠ᒓ࡞ࠊ≉␗࡞㟁Ꮚ≧ែࢆ᭷

ࡣࠊ≀㉁୰ࡢ㟁Ꮚࢫࣆࣥගࡀㄏ㉳ࡍࡿࡉࡲࡊࡲ

ࡍࡿ≀㉁ࡢගᛂ⟅ࡣᮍ▱ࡢ≀⌮ࡀከࡃࠊ◊✲ࡀά

࡞⌧㇟ࢆ᥈ồࡍࡿࠕ㔞Ꮚࢫࣆࣥࢺࣟࢽࢡࢫ/ࣇ࢛ࢺ

Ⓨࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᮏ◊✲ᐊ࡛ࡣࠊࢺ࣏ࣟࢪ࢝ࣝ≀

ࢽࢡࢫࠖࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㉁ࢆྵࡴேᕤࢸࣟᵓ㐀࠾࠸࡚ࠊ㟁Ꮚࢫࣆࣥ
ගࡢ┦㛵╔┠ࡋࠊගࡀㄏ㉳ࡍࡿ᪂ࡓ࡞≀ᛶࡸᶵ

2 ᭱㏆ࡢ◊✲ࢸ࣮࣐

⬟ᛶࢆぢฟࡍ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

(1) ࢫࣆࣥ㌶㐨┦స⏝ࢫࣆࣥὶ≀ᛶ
ࢫࣆࣥὶࡣࠊࢫࣆࣥࡢྥࡁࡼࡗ࡚㟁Ꮚࡢ⛣ື

(3) ࢥࣄ࣮ࣞࣥࢺ」ྜ⢏Ꮚࡢ⏕ᡂ

ࡍࡿ᪉ྥࡀ␗࡞ࡿ㟁Ꮚࡢὶࢀࢆᣦࡋࡲࡍࠋࡓ࠼

㔞Ꮚᢏ⾡ࡢⓎᒎక࠸ࠊ≀㉁୰ࡢ␗࡞ࡿ⮬⏤ᗘࢆ

ࡤࠊୖྥࡁࡢࢫࣆࣥࢆᣢࡗࡓ㟁Ꮚࡣྑྥࡁࠊୗ

⤌ࡳྜࢃࡏ࡚᪂ࡓ࡞」ྜ⢏Ꮚࢆ⏕ᡂࡍࡿ◊✲ࡀά

ྥࡁࡢ㟁Ꮚࡣᕥྥࡁື࠸ࡓࡁࠊྑࡽᕥࢫ

Ⓨࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᮏ◊✲ᐊ࡛ࡣࢫࣆࣥࡸගࢆࢥࣄ࣮

ࣆࣥὶࡀ⏕ࡎࡿࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋࢫࣆࣥ㌶㐨┦

ࣞࣥࢫࡢ㧗࠸࡞᱁Ꮚືࡸ㉸ఏᑟ≧ែ࡞⤖ྜ

స⏝ࡀࡁ࠸≀㉁㟁ὶࢆὶࡍࠊ
ࠕࢫࣆ࣮ࣥ࣍ࣝ

ࡉࡏࠊ㔞Ꮚᢏ⾡ᒎ㛤࡛ࡁࡿ≀⌮ࡢ᥈⣴ࢆ⾜ࡗ࡚

ຠᯝࠖࡼࡗ࡚ࢫࣆࣥὶࡀ⏕ᡂ࡛ࡁࡿࡇࡀ᭱㏆

࠸ࡲࡍࠋ

ᅗ 1. ගᏛ⣔ᐇ㦂タഛࡢ┿ࠋ

ᅗ 2. ග࣮ࢫࣆࣥኚ⌧㇟ࡢᶍᘧᅗᐇ㦂⤖ᯝࠋ
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അࣨڀݚ
അ ࠼ ।ڭतɹখߴ༟ ॿڭ

1 ڀݚͷഎܠ

2 ࠷ۙͷڀݚςʔϚ

զʑɺӉ X ઢɾΨϯϚઢͷ؍ଌஔΛ։ൃ

Ӊ͔Βͷ X ઢٿେٵͰؾऩ͞ΕΔͨΊɺ

ͯ͠ՊֶӴʹࡌ͠ɺϒϥοΫϗʔϧɾதੑࢠ

ਓӴΛඈͯ͜͠ΕΛ؍ଌ͢Δ͔͠ͳ͍ɻզʑ

ɾ৽֚ɾۜՏஂͱ͍ͬͨɺӉͷߴΤωϧ

ɺNASA  ESA ͱྗڠɾڝ૪ͭͭ͠ɺJAXA ࢝

Ϊʔݱͷ؍ଌతڀݚΛਐΊ͍ͯΔɻ

Ίࠃͷଟ͘ͷͱؔػڀݚ࿈ͯ͠ܞɺӉ X ઢӴ

༗࢙ҎདྷɺӉ੩͔ͰۭͬΆͳྫྷ͍ͨੈքͩ

ͷ։ൃͱ͜ΕΛ༻͍ͨӉ؍ଌΛਐΊ͖ͯͨɻݱ

ͱߟ͑ΒΕ͖ͯͨɻͦͷੈք͕؍େ͖͘มΘͬͨ

ࡏɺ2005 ʹଧ্ͪ͛ͨຊͷʮ͘͢͟ʯӴɺ

ͷ͕ɺ1962 ʹۮવ࢝·ͬͨ X ઢఱจֶͰ͋Δɻ

ΞϝϦΧͷʮChandraʯӴ (1999 ଧ্ͪ͛) 

X ઢඦສ͔Βԯͱ͍͏ߴԹͷϓϥζ

ʮNuSTARʯӴ (2012 ଧ্ͪ͛)ɺϤʔϩού

Ϛɺ΄΅ޫʹ·ͰՃ͞ΕͨߴΤωϧΪʔཻ

ͷʮXMM-NewtonʯӴʢ2000 ଧ্ͪ͛) ͳͲ

ࢠɺ࣓ڧͷ͔ͲͳڥΒ์ࣹ͞ΕΔͨΊɺӉ

Ͱͷ؍ଌΛਐΊ͍ͯΔɻ·ͨɺ2016  2 ݄ 17 

͕࣮ܹ͍͘͠ੈքͰ͋Δ͜ͱΛࣔͨ͠ (ྫ:

ʹଧ্ͪ͛ͨʮͻͱΈʯӴ೦ͳ͕Βӡ༻ఀ

ਤ 1)ɻ͚ۙͩͰɺిࢠͷαΠΫϩτϩϯڞ໐

ࢭͨ͠ͷͷɺͦͷ։ൃͱ্ཱͪ͛ӡ༻ɺͦͯ͠

ΤωϧΪʔ͕ͦͷ੩ࢭ࣭ྔΛ͑Δ΄Ͳͷ࣓ڧ

؍ଌͰத৺తׂΛՌͨ͠ɺ͞ࡏݱΕͨ؍ଌ

(4 × 109 T) Λ࣓࣋ͭڧۃதੑࢠɺۜՏத৺ʹ

σʔλͷղੳʹશྗΛ͍ͯ͛ڍΔɻ
ʮͻͱΈʯ͕ӡ

જΉڊେϒϥοΫϗʔϧɺӉ࠷େͷఱମͰ͋

༻͞ΕͨͷͰؒظ͕͋ͬͨɺͦͷؒʹऔಘ

ΔۜՏஂΛຬͨ͢ലେͳϓϥζϚΛͦͷ์ࣹྫྷ٫

͞Εͨσʔλઃܭ௨Γͷੑ͕ୡ͞Εͨ͜ͱ

͔ΒकΔڊେͳະͷՃݯͷଘࡏͳͲɺ͜Ε·

Λࣔͨ͠ɻྫ͑ɺۜՏஂதͷΨε͕ߟ͑ΒΕͯ

Ͱ૾͠ͳ͔ͬͨҙ֎ੑʹຬͪͨͷ͕ൃ͞ݟ

͍ͨΑΓͣͬͱ੩͔ͩͬͨ͜ͱɺۜՏஂதͷԽֶ

Ε͍ͯΔɻ

Ԛછ͕ैདྷͷ؍ଌ݁Ռͱҧ͍ଠཅʹ͔ۙͬ
ͨ͜ͱͳͲɺଟ͘ͷΠϯύΫτͷ͋ΔՌΛੜΈ
ͭͭ͋Δɻࡏݱɺ
ʮͻͱΈʯӴͷޫػʹಛ
Խͨ͠ XRISM ӴܭըʹࢀՃ͠ɺ2022 ͷଧ
্ͪ͛ʹ͚ͯ։ൃΛਐΊ͍ͯΔɻ
·ͨ XRISM ͷઌͷকདྷΛݟਾ͑ɺcipher ܭը
ͱ GRAMS ࣮ݧΛओಋ͍ͯ͠Δɻcipher ܭըੈ
քॳͷߗ X ઢࡱ૾ภޫ؍ଌΛࢦ͠ɺेηϯν
αΠζͷখܕӴͰଧ্ͪ͛༧ఆͰ͋Δɻ·ͨ

GRAMS ɺ҉ࠇ࣭ͷଌఆͱͱʹӉ؍ଌʹ
͞Εͨ࠷ޙͷະ։ͷ૭Ͱ͋Δ MeV ΨϯϚઢଳҬ
Λ؍ଌ͢ΔܭըͰɺஔͷத৺෦Ͱ͋ΔӷମΞϧ
ΰϯݕग़ثͷ։ൃΛਐΊ͍ͯΔɻ͜ΕΒͷӴ͕
ଧ͕ͪ͋ͬͨݟʹڿΒΕΔʮ༧͍ͯ͠ͳ͔ͬ
ਤ 1ɿ
ʮChandraʯӴͰͨݟ৽֚ Cassiopeia

ͨӉʯ͕ඇৗʹָ͠ΈͰ͋Δɻ

A ͷ X ઢը૾ɻ1682 ʹരൃͨ͠ͷ͕֚ɺݱ
ࡏ 4000 km s−1 ͰுΛଓ͚͍ͯΔɻ์ࣹओ

HP: http://energetic-universe.phys.s.u-tokyo.ac.jp/

ʹരൃͰ·͖ࢄΒ͞ΕͨγϦίϯమͳͲ͔Βͷ
ಛੑ X ઢ (ɺ) ΄΅ޫ·ͰՃ͞Εͨߴ
ΤωϧΪʔిࢠ͔ΒͷγϯΫϩτϩϯ์ࣹ (੨) Ͱ
͋Δɻ
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ᵽཱྀ◊✲ᐊ
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ࡀࡗ࡚㸪ᡃࠎࡣ㸪⏕ࡁࡓ࣐࢘ࢫෆࡢ⣽⬊ࡸศᏊࢆ

ࠕ⏕యศᏊ࣭⣽⬊࣭ಶయࡢ㸯ศᏊ⏕≀≀⌮Ꮫࠖ

ほᐹࡍࡿ᪉ἲࢆ㛤Ⓨࡋ㸪⣽⬊ࡸศᏊࡢ┿ࡢᶵ⬟ࢆ

⏕≀≀⌮Ꮫࡣ㸪≀⌮Ꮫࡸ≀⌮Ꮫࢆ⏝࠸࡚⏕

᥈ồࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓ㸬⌧ᅾࡣ㸪࣐࢘ࢫࢆയࡘࡅࡿࡇ

≀ࡢᇶᮏཎ⌮ࡢ⌮ゎࢆ┠ᣦࡍᏛၥ࡛࠶ࡾ㸪ཎᏊ࣭ศ

࡞ࡃಶࠎࡢ⣽⬊ࡸ㸯ศᏊࢆほᐹࡍࡿ᪉ἲࢆ㛤Ⓨ

Ꮚࢫࢣ࣮ࣝࡽಶయࡸ⏕ែ⣔ࡲ࡛ࡢ㝵ᒙࢆᑐ㇟

ࡋ㸪ࡀࢇ࣓࢝ࢽࢬ࣒࣭ච⣽⬊࣭➽⫗ࡢ㐠ື࣓

ࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬ࡑࡢ୰࡛㸪ᵽཱྀ◊ࡣ㸪ཎᏊ࣭ศᏊ࣭

࢝ࢽࢬ࣒ࢆㄪ࡚࠸ࡲࡍ㸬ࡇࢀࡽࡢ◊✲ࡀᑗ᮶ศ

⣽⬊࣭ಶయࡢྛ㝵ᒙὀ┠ࡋ㸪≀⌮ᕤᏛ㸪⏕Ꮫ㸪

Ꮚ⏕≀Ꮫࡸᇶ♏་Ꮫྜὶࡍࡿࡇ࡛᪂ࡋ࠸Ꮫၥ

⣽⬊⏕≀Ꮫ㸪ᇶ♏་Ꮫ࡞ࡶᐦ᥋㛵ಀࡋ࡚◊

Ⓨᒎࡍࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ㸬

✲ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸦ᅗ㸧㸬ලయⓗ࡞◊✲ࢸ࣮࣐ࢆ
௨ୗㄝ᫂ࡋࡲࡍ㸬

1 ⢭〇ࡉࢀࡓࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢゎ᫂

4 㐠ືᶵ⬟ࡢᬑ㐢ⓗ࡞≀⌮ࣔࢹࣝ
̭⣽⬊ෆࡢᑠ⬊ࡢ㐠ື㐣⛬ࡣᵝࠎ࡞ࢱࣉࡢᦂ

̭

ࡽࡂᨭ㓄ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍ㸬࠼ࡤࠕ᪉ྥࡢࣛࣥࢲ

⏕άືࢆྖࡿ㧗ศᏊ㸦ࢱࣥࣃࢡ㉁㸪DNA㸪RNA㸧

࣒ᛶࠖࠕᛂࡢࣛࣥࢲ࣒ᛶࠖ㛫✵㛫ࡶ

ࡣ༟㉺ࡋࡓᶵ⬟ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡀ㸪ࡑࡢࢧ

ኚࡋࡲࡍࡢ࡛㸪ࡇࢀࡽࡢᐤࢆᑠ⬊ࡢ㐠ື

ࢬࡣᩘࢼࣀ࣓࣮ࢱ࣮ࡋ࡞ࡃ㸪ࡲࡉ͆ 㧗ᛶ⬟ࢼ

ྲྀࡾධࢀࡓ≀⌮ࣔࢹࣝࡢᵓ⠏ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬

ࣀ࣐ࢩࣥ ͇࡛ࡍ㸬ᡃࠎ◊✲ᐊ࡛ࡣ㸪ᑠ⬊㍺㏦ࡸ➽

ࡇࢀࡽࢆᇶ♏ࡋ࡚㸪⣽⬊ࡢ㐠ືᙧࡢ㛵ಀࡸࢱ

⦰㸪⣽⬊ศࢆྖࡿ࣮ࣔࢱ࣮ࢱࣥࣃࢡ㉁ࡢ㐠ື࣓

ࣥࣃࢡ㉁ศᏊ࡞㐠ືࢆ⌮ㄽࡍࡿヨࡳࢆ㐍ࡵ࡚࠸

࢝ࢽࢬ࣒ࡢゎ᫂⣽⬊ࡢືⓗ࡞㦵᱁࡛࠶ࡿࢡࢳ

ࡲࡍ㸬

ࣥᚤᑠ⟶ࡢ≀⌮Ꮫⓗࢲࢼ࣑ࢵࢡࢫࡢゎᯒࢆ
⾜࠸㸪ᐃ㔞ⓗ࡞⤖ᯝࢆඖ⌮ㄽⓗ࡞ゎᯒࡶ⾜ࡗ࡚
࠸ࡲࡍ㸬

2 ᇵ㣴⣽⬊ᶵ⬟ࡢศᏊࣞ࣋ࣝࡢ◊✲
̭ᡃࠎࡢయࢆᏲࡿච⣽⬊ࡸᡃࠎࢆ⬣ࡍࡀࢇ
⣽⬊ࡣ࣓࣮ࣂ࣮ᵝࡢάⓎ࡞㐠ືࢆ⾜࠸ࡲࡍ㸬ࡇ
ࡢ㐠ືࡑࢀ⮬㌟ࡀ࠾ࡶࡋࢁ࠸ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪㐠ືࡣ
⣽⬊ࡢචᶵ⬟ࡸ㌿⛣⬟ࡶ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡲࡍ㸬⣽
⬊ෆࡢࡢࡼ࠺࡞ศᏊࡀ㐠ືᐤࡍࡿࡢ㸪⣽
⬊ෆ࡛ࡣࡢࡼ࠺࡞㍺㏦ᙧែࡀᏑᅾࡍࡿࡢ㸪࡞
⣽⬊ࡢᶵ⬟ࡢ᰿※㏕ࡾࡘࡘศᏊᶵᵓࡢゎ᫂ࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍ㸬ࡇࡢ◊✲ࡢ⣽⬊ࡢሗఏ㐩㸪⣽
⬊♫ࡢࢀࡓ࢞ࣥ⣽⬊ࡢデ᩿᪉ἲࡢ◊✲ࡶᡭࡀ
ࡅ࡚࠾ࡾࡲࡍ㸬

3 ࣐࢘ࢫෆࡢ⣽⬊ࡢศᏊᶵ⬟ࡢ⌮ゎ
̭⣽⬊ᐇ㦂࠾࠸࡚⏝࠸ࡿᇵ㣴⣽⬊ࡣ㸪㝈ࡽࢀ
ࡓ⣽⬊ࢆࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡢୖ࡛⫱࡚ࡿࡢ࡛㸪࣐࢘ࢫ
࡞ࡢಶయෆࡢ⎔ቃࡣࡁࡃ␗࡞ࡾࡲࡍ㸬ࡋࡓ
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福嶋研究室
福嶋 健二 教授

山本 新 助教

2 最近の研究テーマ

1 研究の背景
自然界には 4 つの相互作用があることはご存知

我々のグループは QCD にまつわる物理を、現

でしょう。
「電磁気力」、
「重力」は身近なものです

象論から純理論的な側面まで幅広く研究していま

ね。
「弱い相互作用」にはあまり馴染みがないかも

す。少し例をあげると、中性子星の内部の状態方

しれませんが、例えば真空中で中性子は β 崩壊し

程式は、中性子星の構造を考えるうえでも、また

て陽子に変化します。それでは「強い相互作用」は

超新星爆発のメカニズムの解明や連星中性子星系

どうでしょうか？原子核を構成する陽子の電磁気

からの重力波の解析のためにも不可欠なものです。

的な反発力を凌駕し、原子核を原子核たらしめて

原理的には QCD から導かれるものですが、その

いる力が、強い相互作用です。

計算は困難を極め、まだ世界の誰も成功していま

4 つの相互作用のなかで、強い相互作用は、自

せん。我々はこの難問に機械学習まで含めた様々

然界の成り立ちを考えるうえで最も本質的な役割

な角度からアプローチしています。実は、陽子や

を果たします。強い相互作用を媒介するグルーオ

中性子が高密度でつまった状態、核物質がどのよ

ン、そして強い相互作用をうけるクォークの非摂

うにクォークへと転化していくのか、理論的にま

動的なダイナミクスが解ければ、多くのことを純

だ分かっていないのです。我々は最近、量子パー

粋に理論から説明、予言できます。陽子や中性子と

コーションによるクォーク物質への転化メカニズ

いった核子はクォーク 3 つの束縛状態だと言われ

ムを提唱しました。

ています。けれども核子の質量 ∼940MeV のうち、

(ヒッグス由来の) クォーク質量は 10MeV 程度しか
ありません。ほとんどの質量はクォークとグルー
オンの相互作用エネルギーで説明されるのです。
強い相互作用の基礎理論は量子色力学 (QCD) と
呼ばれ、長年に亘って研究されてきました。トポ
ロジー的に非自明な励起や θ 真空構造など、今日
では物性分野でも常識となっている物理は、半世
紀近く前に QCD 研究からもたらされたものです。
最近では右巻き (スピンと運動量が平行な相関を持

上図は相互作用の雲をまとった陽子、中性子のイ

つ)、左向き (反平行な相関を持つ) 粒子の性質、す

ラストです。高密度では多くの粒子が同時に相互

なわちカイラル物質の性質が物性分野でも大きな

作用に関与し、雲が次第に成長することによって

話題となっていますが、カイラル物質およびカイ

クォーク非閉じ込めが起こると考えています。

ラル量子異常はまさに QCD 研究者が半世紀近く
また、陽子や中性子をトポロジー的な巻付きで

取り組んできたテーマです。
このように現代的な原子核物理学は「原子核」と

表現するスカーミオンという理論形式を用いて、ス

いう言葉のイメージを遥かに超えた広く深い学問

カーミオン結晶がどのようにクォーク物質に融け

分野なのです。完成した理論を持っている、という

ていくのか調べたりもしています。

ことが、その理論が内包する物理現象を知ってい

3 今後の展開

るとは限らない、という当たり前のことを、他の

現代の高エネルギー原子核理論は壮大な学問で

どの分野よりも実感できます。面白いことに QCD

す。ミクロからマクロまで守備範囲が広く、また

は「漸近的自由」という特別な性質によって、4 つ

カイラル物質やトポロジー的な特徴付けなど普遍

の相互作用のなかで唯一破綻のない、予言能力の

的な概念に満ち溢れています。今後は QCD で培っ

極めて高い理論となっています。極論すれば、理

た知見を光物性など他分野へ輸出していくことも

論自身を指導原理として理論研究できる唯一の分

視野に入れています。

野、とも言えます。
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ͦͷৼΔ͍ʹ͖ڻຬ͍ͪͯ·͢ɻྫ͑ɺݸʑ

Աɾͦͯ͠ਐԽͱ͍༷ͬͨʑͳ࣌ؒεέʔϧΛ࣋ͭ

ͷࡉ๔͔ڥΒӫཆΛऔΓࠐΈɺͦΕΛม͢

μΠφϛΫεͲͷΑ͏ʹ͍ؔͯ͠Δ͔Λ໌Β

Δ͜ͱʹΑΓࣗΒͱಉ͡ߏΛෳ͠ɺ·ͨଟࡉ

͔ʹ͠·͢ɻ·ͨɺࡉ๔ϞσϧͷਐԽγϛϡϨʔ
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দඌࣨڀݚ
দඌହ ڭत

େଠ ॿڭ

1 ̢ཧ

ͰࣨڀݚఏҊ͞ΕͨͰܕͦͷΑ͏ͳରশੑͷ

ຊࣨڀݚͷओཁͳڀݚςʔϚͰ͋Δඥཧɼૉ

ಋೖʹޭ͠ɺ̢̑ϒϨʔϯͷҰͭͷͯ͠ͱܕ

ཻࢠͷ૬ࡏݱͯ͠ͱ༻࡞ޓΒΕ͍ͯΔ̐ͭͷྗ

ߟ͍ͯ͠Δɻࡏݱɺରশੑͱͷؔɺࣗݾ

ͷ౷Ұཧͱͯ͠ɼ·ͨ།ҰՄͳҰൠ૬ରͷ

ରͷ࡞༻ͷɺήʔδཧͷରੑͱͷର

ྔࢠͱͯ͠͞ڀݚʹൃ׆Ε͍ͯΔɻࡏݱໃ६ͷ

ԠͳͲΛߟதͰ͋Δɻ

ͳ͍ඥཧ̑छྨΒΕ͓ͯΓɼͦΕͧΕ̍
̌࣍Ͱݩఆٛ͞Ε͍ͯΔ͕ɼ̌̕ޙʹ͜Ε

2 ࣍ݩՄղܕΛ༻͍ͨήʔδཧͷղੳ

Βͷ̑छྨͷཧ݁߹ఆʹؔ͢Δڧऑରੑ

2000 Ҏ߱ɺରশήʔδཧͱ࣍ݩՄղ

ͱݺΕΔରশੑͰ݁ͼ͍͓ͭͯΓɼҰͭͷࠜຊ

ܕͷରԠ͕ؔΛूΊ͖ͯͨɻ·ͣɺॏྗͱ

తͳཧͷ༷ʑͳύϥϝʔλྖҬʹ͓͚Δ࣮Ͱݱ

ήʔδཧͷରੑΛ͢ূݕΔͨΊɺ྆ํͷཧ

͋Δͱཧղ͞ΕΔΑ͏ʹͳͬͨɽ͜ͷجຊཧ

Ͱ͖ͰࢉܭʹີݫΔྔΛൺֱ͢Δͱ͍͏ߟ͑ํͰɺ

̢ཧͱݺΕ͓ͯΓɼ̍̍࣍Ͱݩఆٛ͞ΕΔྔ

ඇৗʹ͍ঢ়ʹฒΜͩήʔδཧͷԋࢉࢠͷྻ

ࢠԽ͞ΕͨບͷཧͰ͋Δͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔɽM

Λ̍࣍ݩͷεϐϯͱղऍ͠ɺҟৗ࣍ݩͷࢉܭΛ

ཧ·ͩఆࣜԽ໌Β͔ʹͳ͍ͬͯͳ͍͕ɺͦ

εϐϯ্Ͱఆٛ͞ΕΔՄղܕͷϋϛϧτχΞ

ͷଘࡏΛԾఆ͢Δͱݭཧήʔδཧͷରੑ

ϯͷεϖΫτϧͱಉҰࢹ͠ɺBethe ԾઆͳͲΛ༻

ΛزԿֶతʹཧղͰ͖ΔͷͰͳ͍͔ͱߟ͑ΒΕ

͍ͨղੳ͕ΜʹߦΘΕͨɻ

͍ͯΔɻ̢ཧʹ̢̎ɺ͓Αͼ̢̑ϒϨʔϯͱ

Ұํɺ̑͜͜ʙ̒ɺಉ͘͡ରশήʔδཧͷ

ݺΕΔ̎࣍ݩత͋Δ͍̑࣍ݩతʹ͕ͬͨບ

͕ؔ̎࣍ݩՄղͷཧ (Liouville ํఔࣜ

ͷΑ͏ͳͷ͕جຊతͳྭͯ͠ͱىଘࡏ͍ͯ͠Δ

ͳͲʣͷ૬ؔؔͱಉҰࢹͰ͖ΔͷͰͳ͍͔ͱ

ͱ༧͞Ε͍ͯΔɻ͜ΕΒͷϒϨʔϯͷఆࣜԽ

͍͏ఏҊ͕ͳ͞ΕͦΕʹؔ࿈ͯ̎࣍͠ܗڞݩཧ

ੑ࣭ͷղ໌ΛࣨڀݚͷҰͭͷڀݚඪʹ͍ͯ͠Δɻ

ͱڑ૬ؔΛ࣋ͭ̍࣍ܥݩʢCalogero ͳ )ܥ

͜ͷ͏ͪ̎࣍ݩͷບɺ̢̎ϒϨʔϯʹ͍ͭͯ

Ͳͱͷؔ࿈͕ཧͱֶͷڥքྖҬͱͯ͠Μʹ
͞ڀݚΕͨɻ

ͰࣨڀݚલʹΜʹ͞ڀݚΕେ͖ͳڀݚ

ͰࣨڀݚऀޙͷରԠؔͷূ໌Λߦ͏ͨΊɺ

Ռ͕ಘΒΕͨɻ̎࣍ݩບ̏࣍ݩͷήʔδཧͰ
هड़͞ΕΔͱߟ͑ΒΕ͍͕ͯͨɺඇՄήʔδର

ֶऀʹΑΓఏҊ͞Εͨඇઢܗແݩ࣍ݶରশੑͷ

শੑΛܗڞରশੑΛอͪͭͭͲͷΑ͏ʹಋೖ͢

ڀݚΛߦ͍ͬͯΔɻ͜Ε Virasoro ͦͷߴ

͖͔͕ͦͷ࣌ͷओͳؔ৺ࣄͰ͕͋ͬͨɺBagger

֊εϐϯͷ֦ுͰ͋Δ W ͱ͜ͷ৽͍͠ରশ

ͱ Lambert ʹΑΓ࠷େͷରশੑΛͭ Chern-

ੑ͕ಉͰ͋Δ͜ͱΛࣔ͢͜ͱʹޭͨ͠ɻ·ͨɺ

Simons ཧ͕ఏҊ͞Εͨɻ͜ͷཧͦͷରশੑ

Bethe ԾઆͳͲͷՄղ֨ࢠܥͷٕज़Λ̎࣍ܗڞݩ

͕௨ৗͷϦʔͰ܈ͳ̏ͭ͘ͷੜࢠ͔ΒΛ

ʹԠ༻ͯ͠εϐϯͷࣗ༝Λͷࣗ༝ʹஔ

ߏ͢Δ̏ͱݺΕΔͷͰ̍̓̌̕ʹ

͖͑ΔΑ͏ͳ৽͍͠Մղڀݚ͍ͯͭʹܕΛਐ

ೆ෦ཅҰࢯʹΑΓఏҊ͞Εͨೆ෦ݺͱࣜހׅ

Ί͍ͯΔɻ

ΕΔͷʹؔ࿈͢ΔɻͰࣨڀݚͦͷΛ
ྨ͢Δ͜ͱʹΑΓͦͷ࣌ΒΕ͍ͯͳ͔ͬͨଟ
͘ͷܕΛߟҊ͢Δ͜ͱʹޭͨ͠ɻ
࠷ۙͷڀݚͷϑΥʔΧε̑࣍ݩͷϒϨʔϯͷ
ํʹҠߦ͍ͯ͠Δɻ͜ͷϒϨʔϯͷ্ʹରশ
ੑʹΑΓࣗݾରশ̎ࣜܗͱݺΕΔͷ͕ଘࡏ
͢Δ͜ͱ͕ΒΕ͍ͯΔɻ௨ৗͷήʔδཧͰ
̍ࣜܗʹΑΓඇՄήʔδରশੑ͕هड़͞ΕΔ
͕ɺ̎ࣜܗͰͲͷΑ͏ʹͯ͠ඇՄήʔδରশ
ੑΛ࣮͢ݱΔͷ͔ඇࣗ໌ͳͰ͋Δɻ࠷ۙɺ
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三尾研究室
三尾典克

教授

1 研究の背景
この研究室は、レーザーとその応用に関する研
究を行うことを目的としている研究室です。レー
ザーの発明は 1960 年で、それ以来、基礎から応用
まで大変、幅広く利用されている。また、現代社
会を支える基盤技術としても極めて重要で、通信、
情報処理、加工などでなくてはならないものとなっ
ています。また、2015 年に初めて観測された重力
波でも、最先端の光技術が駆使されており、学術
と社会を結ぶ架け橋となっています。
当研究室は、理学系研究科附属フォトンサイエ

銅にレーザーを照射したときの穴の深さ

ンス研究機構（IPST）1 に所属しており、上述のよ
うに、光を使って学術の深化と産業への展開を目
と予想し、この効果を入れた光伝搬と穴形状のシ

指しています。IPST には当研究室以外に多くのメ

ミュレーションをすると実験結果をおおむね再現

ンバーが所属しており、全員が密接に連携して、研

できることがわかりました。

究と教育を進めています。

そのほかにも、加工時に発生する光の時間変化、

また、文部科学省の COI STREAM 事業2 や Q-

その分光スペクトルなど情報も取得し、加工の過

Leap 事業3 など多くの研究プロジェクトを推進し

程で何が起きているのかの解明を進めています。

ており、関連する学内研究室、学外研究機関との

高出力レーザーの制御技術開発

共同研究も行っています。

レーザーを高出力にするだけでは、所望の性能

2 最近の研究テーマ
現在、当研究室では下記のようなテーマを中心

を実現できません。様々なパラメータを制御して
安定で高い品位の出力光を出す技術が必要になり

に研究を進めています。

ます。周波数、強度など揺らぎをフィードバック制

レーザー加工技術の開発

御で抑え込むのですが、高出力光特有の問題も多

レーザーを使って、切断、溶接、切削などの加

く、新しい技術が必要になっています。最近では、

工を行うことをレーザー加工と呼びます。この分

高出力を得るために、複数のレーザーの出力をコ

野はレーザー光源の進歩により、高出力の紫外光

ヒーレントに足し合わせるコヒーレント加算とい

が利用できるようになり、また、パルス幅や波長

う技術に取り組んできました。そして、偏光を利

などがかなり自由に制御できるようになってきて、

用した合波技術で任意の強度比でコヒーレント加

新しい加工が可能になってきました。しかし、実

算できるシステムを構築しました4 。

際に起きている現象は、非平衡、開放系で、レー

今後、更なる高出力化が必要になってくると、こ

ザー光と物質の相互作用も摂動的な考え方では説

のような技術は有用になってくると思います。

明できない領域にあります。この現象の理解を進

3 今後の展開
これまで、新しいレーザーが開発されると、新

めて、応用への展開を進めていくことがこの研究
の目的です。

しいことができるようになってきました。それは、

右上の図は、レーザー光の強さを変えながら加

産業応用だけでなく、基礎科学の研究も同様です。

工対象（銅）にできた穴の深さを測定した例です

光が空間を広がりながら進むように、その魅力を

が、途中から穴の深さが浅くなるという現象が観

生かして、広がりのある研究を進め、俯瞰力のあ

測されました。これは、レーザー光を集光する際

る研究者を育てていきたいと思います。

に、空気の非線形効果が見えているのではないか
1 http://www.ipst.s.u-tokyo.ac.jp/
2 URL:
3 URL:

4 R. Sakakibara and N. Mio: Appl. Opt. 59 (33) 1028910293 (2020).

https://www.mext.go.jp/a menu/kagaku/coi/
https://www.jst.go.jp/stpp/q-leap/#
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ଜඌࣨڀݚ
ଜඌඒॹ ڭतɹఴాලਔ ॿڭ
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^






^


̌̍

ࢉܭΞϧΰϦζϜใॲཧΛޮΑ࣮͘ߦ͢Δ
ͨΊͷஔͱ͚ͯͩ͠Ͱͳ͘ɺྔࢠྗֶతʹڐ
͞ΕΔͯ͢ͷૢ࡞Λࣗ༝ʹߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖Δ

ޠ࠻࠶ࡆޟ

^


ޟ㊂ሶࡆ࠶࠻ޠ

ஔͱͯ͠ྔࢠػࢉܭΛͱΒ͑ɺྔࢠػࢉܭΛ༻͍
Δ͜ͱͰݱΕΔྔࢠྗֶతޮՌʹؔ͢Δཧతݚ
ਤɿϕΫτϧදࣔͰͷݹయใʢϏοτʣͱྔࢠใ
ʢྔࢠϏοτʣͱͷൺֱɻϏοτ্͖ʠ ̌ ʡ·ͨ
Լ͖ʠ ̍ ʡͷ͍ͣΕ͔ͷϕΫτϧͷΈΛͱΔ͕ɺྔࢠ
Ϗοτ্͖ঢ়ଶ |0 ͱԼ͖ঢ়ଶ |1 ͷΈͳΒͣɺ
͜ΕΒͷҙͷྔࢠྗֶతॏͶ߹Θͤঢ়ଶΛͱΔ͜ͱ͕
Ͱ͖ΔͨΊɺٿ໘্Ͳͷ͖ͷϕΫτϧͱΔ͜ͱ͕Ͱ
͖Δɻ

ڀΛߦ͍ͬͯΔɻզʑͷڀݚɺใͱใॲཧͱ
͍͏ૢ࡞తͳ͔؍Βྔࢠྗֶͷج൫తཧղ
ΛਂΊΔɺͱ͍͏ૅجՊֶతͳΞϓϩʔνͱɺΤ
ϯλϯάϧϝϯτ  ͳͲྔࢠྗֶಛ༗ͷੑ࣭Λ
ใॲཧɺใ௨৴ɺਫ਼ີଌఆɺਫ਼ີૢ࡞ͳͲʹ
ཱͯΔɺͱ͍͏Ԡ༻ՊֶతͳΞϓϩʔνͷ૬ޮ
ՌʹΑͬͯൃల͍ͤͯ͞Δ͜ͱ͕ಛͰ͋Δɻ

ɿΤϯλϯάϧϝϯτͱෳͷ෦͔ܥΒͳΔྔ
ࢠݸ͍͓ͯʹܥʑͷ෦ܥঢ়ଶͷੵͰද͞Εͳ͍Α͏
ͳʮෆͳঢ়ଶʯʹݱΕΔඇॴہత૬ؔͰ͋ΔɻΞ
ΠϯγϡλΠϯΛ·ͤͨΤϯλϯάϧϝϯτɺݹ
యతใॲཧʹͳ͍ྔࢠใॲཧಠࣗͷϦιʔεʢࢿ
ݯʣͱͯ͠ඇৗʹॏཁͰ͋Γɺྔࢠใॲཧ͕ݹయใ
ॲཧΑΓ༏ҐͰ͋Δ͋ͰݤΔͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔɻ͔͠
͠ɺཻ̏ࢠؒҎ্ͷଟཻࢠؒΤϯλϯάϧϝϯτଟ४
Ґܥɾແݶ४ҐܥͷΤϯλϯάϧϝϯτʹؔͯ͠ڀݚ
ൃల్্Ͱ͋Γɺະղܾͷ͕ଟ͍ͬͯ͘Δɻ

࠷ۙɺྔࢠωοτϫʔΫͰͭͳ͕ͬͨখن
ྔࢠ͔ػࢉܭΒͳΔࢄࢠྔܕใॲཧͷڀݚɺ
ྔࢠͱػࢉܭཚΞϧΰϦζϜΛซ༻ͨ͠ྔࢠܥ
ͷଌఆɾૢ࡞ΞϧΰϦζϜɺΤϯλϯάϧϝϯτΛ
༻͍ͨྔࢠࢉܭͷฒྻԽͱҼՌੑͷղੳɺτϙϩ
δΧϧͳྔࢠ͚͓ʹܥΔΤϯλϯάϧϝϯτྔ
ࢠ૬ؔͷղੳɺؔࢠྔܕϓϩάϥϛϯάʹ͚
ͨߴ֊ྔࢠԋࢉͷఆࣜԽͱղੳɺྔࢠֶशͷ
ΈʹΑΔҼՌؔͷߟͳͲɺଟʹذΘͨΔςʔ

ࣨڀݚϗʔϜϖʔδ:
http://www.eve.phys.s.u-tokyo.ac.jp/indexj.htm

ϚΛؔ࿈͚ͮͳ͕ΒڀݚΛਐΊ͍ͯΔɻ
ྔࢠใֶɾػࢉܭՊֶɾใֶͱؔ࿈
͕ਂ͍ͨΊɺཧͷΈͳΒͣ෯͍ࢹΛͬͯ
͢ڀݚΔ͜ͱ͕·ΕΔɻྔࢠใͰɺ͍ΘΏ
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ॾҪࣨڀݚ
ॾҪ ݈ ڭतɹதࢁ ଇ ॿڭ

1. ͡Ίʹ

ʹ͍ͭͯະͷ෦͕ଟ͘͞Ε͍ͯ·͢ɻώο

ຊͰࣨڀݚɺૉཻࢠཧֶɺಛʹඪ४ཧΛ

άεཻࢠͷੑ࣭Λਫ਼ີʹཧղ͠ɺͦ͜ʹ·ؚΕΔ

͑ͨૉཻࢠཧͱɺͦΕʹͮ͘جӉͷਐԽͷ

ςϥεέʔϧͷཧͷใΛൈ͖ग़͢͜ͱॏཁ

ཧղͱΛతͱͯ͠ɺڀݚΛߦ͍ͬͯ·͢ɻඪ४

Ͱ͢ɻࠓ ޙLHC ࣮ʹݧΑΔώοάεཻࢠͷੑ࣭ͷ

ཧΛ͑ͨૉཻࢠཧॳظӉʹؔ࿈͢Δ

ਫ਼ີଌఆ͕ਐΉ͜ͱ͋Γɺώοάεཻࢠʹؔ͢

શൠ͕ڀݚରͰɺಛʹओཁͳڀݚ༰ҎԼͷ

ΔཧతڀݚɺྗࡏݱΛೖΕ͍ͯΔڀݚͷͻͱ

௨ΓͰ͢ɿ

ͭͰ͢ɻ·ͨɺLHC ࣮ʹݧΑΓଌఆ͞Εͨώοά
εཻࢠͷ࣭ྔɺզʑͷॅΜͰ͍Δʮਅۭʯ͕࣮

• ৽ͨͳૉཻࢠཧͷߏஙͱͦͷํূݕ๏ͷ

ෆ҆ఆͰ͋ΔՄੑΛ͍ࣔࠦͯ͠·͢ɻਅۭͷ

୳ٻ

่յɺಛʹਅۭͷ่յͷͷཧʹͮ͘جཧղɺ

• ૉཻࢠݱΛهड़͢Δͷཧͷཧղ

ࡏݱऔΓΜͰ͍ΔςʔϚͷͻͱͭͰ͢ɻ

• ॳظӉͷཧղͱӉਐԽͷγφϦΦͷߏங

·ͨɺඪ४ཧΛ͑Δ৽ͨͳཧ͕ඞཁͱ͞
ΕΔཧ༝ͷͻͱͭͱͯ͠ɺ҉ࠇ࣭ͷଘࡏ͕͛ڍ

2. ڀݚͷഎܠ
ૉཻࢠඪ४ཧɺςϥεέʔϧʢ TeV ఔ

ΒΕ·͢ɻ༷ʑͳӉ؍ଌ͔Β҉ࠇ࣭ͷଘࡏ

ͷΤωϧΪʔεέʔϧʣ·ͰͷߴΤωϧΪʔݱ

֬ఆతͱ͕͢·͑ݴɺͦͷૉཻࢠతੑ࣭΄΅

Λ΄ͱΜͲਖ਼͘͠આ໌͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ͔͠

ཧղͰ͖͍ͯ·ͤΜɻಛʹૉཻࢠඪ४ܕͷཻࢠ

͜͠Εɺզʑ͕ۃڀͷཧΛखʹೖΕͨͱ͍͏

ͷதʹ҉ࠇ࣭ͱͳΓಘΔཻࢠଘࡏ͠·ͤΜɻ

͜ͱͰ͋Γ·ͤΜɻΉ͠Ζɺଟ͘ͷૉཻࢠཧ

҉ࠇ࣭Λૉཻࢠతͳ͔؍Βཧղ͠Α͏ͱ͢

ֶऀڀݚɺඪ४ཧΛแ͢Δະͷཧʢૉ

Δͱ͖ɺૉཻࢠඪ४ܕͷ֦ுෆՄܽͰ͢ɻຊ

ཻࢠඪ४ܕΛ͑Δཧʣ͕ଘࡏ͢Δͱߟ͑ͯ

Ͱࣨڀݚɺ҉ࠇ࣭ΛؚΉΑ͏ͳૉཻࢠܕͷ

͍·͢ɻ͜Εࠜڌͷແ͍ظͰͳ͘ɺΉ͠Ζ

৽ͨͳՄੑʹ͍ͭͯ୳͢·͍ͯ͠ٻɻ·ͨɺ҉

ඪ४ཧʹࡏ͢Δʮෆࣗવ͞ʯΛղফ͢ΔͨΊ

ࠇ࣭୳ࠪͷ৽ͨͳ࣮ݧɾ؍ଌతख๏ʹ͍ͭͯ

ʹͲ͏ͯ͠ඞཁͳ͜ͱͳͷͰ͢ɻ

ڀݚΛߦ͓ͬͯΓɺૉཻࢠ࣮ݧఱମ؍ଌʹͮج
͘ख๏ʹՃ͑ɺੑܥΛ༻͍ͨ҉ࠇ࣭୳ࠪͷ৽

ӉͷਐԽΛཧղ͢Δ্Ͱଟ͘ͷಾ͕͞Ε

ͨͳՄੑʹ͍ͭͯڀݚΛਐΊ͍ͯ·͢ɻ

͍ͯ·͢ɻྫ͑Ӊ҉ࠇ࣭ͷݯىɺӉʹ
࣭͕΄ͱΜͲଘࡏ͠ͳ͍ཧ༝ɺӉॳ͖ىʹظ

͜Ε͔Βઌɺ͔Β̍̌ͷؒʹɺ༷ʑͳ

ͨͱߟ͑ΒΕΔΠϯϑϨʔγϣϯͷϝΧχζϜͳ

ߴΤωϧΪʔ࣮ݧɾӉ؍ଌͷ݁Ռ͕ಘΒΕΔͱ

Ͳʹ͍ͭͯɺૉཻࢠඪ४ཧͷͰͷઆ໌ෆ

ظ͞Ε͍ͯ·͢ɻLHC ࣮ݧϑϨʔόʔɾCP

ՄͰ͢ɻ͜ΕΒͷಾΛղ໌͠ɺਖ਼͍͠Ӊཧ

ͷഁΕʹؔ͢Δ࣮ݧɺӉഎࣹ์ܠͷ؍ଌɺ҉ࠇ

Λߏங͢ΔͨΊʹɺඪ४ཧΛ͑Δ৽ͨͳ

࣭ͷ୳࣮ࠪݧɺߴΤωϧΪʔӉઢͷ؍ଌͳͲɺ

ཧ͕ෆՄܽͰ͢ɻ

༷ʑͳ࣮ݧͷ݁Ռɺૉཻࢠཧֶͷཧղʹॏཁ

3. ڀݚ༰

ͳݟΛ༩͑ΔͰ͠ΐ͏ɻ·ͨཧతʹɺର

ૉཻࢠཧֶॳظӉͷʹڀݚɺͷཧ

শੑɺେ౷ҰཧɺΞΫγΦϯͲͳܕɺඪ४ཧ

ॏྗཧʹ͍ͭͯͷཧղͱɺૉཻࢠ࣮ݧӉ

Λ͑Δ৽ͨͳཧͷՄੑ͕༷ʑఏএ͞Εͯ

؍ଌ࣮͍ͯͭʹݧͷࣝͱ͕ཁ͞ٻΕ·͢ɻͦΕ

͍·͢ɻຊͰࣨڀݚɺͦΕΒΛࢹʹೖΕͭͭɺ

ΒΛ૯߹తʹͭͭ͠ڀݚɺςϥεέʔϧҎ্ͷΤ

ૉཻࢠཧɾͷཧɾӉʹ͍ͭͯɺࠓޙ

ωϧΪʔʹ͓͚ΔૉཻࢠཧΛཱ֬͠ɺͦͷݟ

ڀݚΛਐΊ͍͖ͯ·͢ɻ

Λ༻͍ͯਖ਼͍͠ॳظӉ૾Λߏங͢Δ͜ͱ͕ɺຊ

ૉཻࢠࣨڀݚϗʔϜϖʔδ:
http://www-hep.phys.s.u-tokyo.ac.jp/

͚͓ʹࣨڀݚΔ׆ಈͷඪͰ͢ɻ
ςϥεέʔϧҎ্ͷཧΛߟ͑Δ্Ͱॏཁͳ͜ͱ

ݸਓͷϗʔϜϖʔδ:

ͷͻͱͭʹɺώοάεཻࢠͷཧղ͕͋Γ·͢ɻLHC

http://www-hep.phys.s.u-tokyo.ac.jp/˜moroi

࣮ݧώοάεཻࢠΛൃ͕ͨ͠·͠ݟɺͦͷੑ࣭
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ތඕ٥߳
ތඕછָƄл᱀ޫࢊָ

1 ʃɬʕɿ
ॠɼॠɼʂԝʂԝɿʃƅʳˀɼडɟʝɾʟԼ
షɾƹϭƺ⽭ ॠԝഇޫϭ⽭ ɠਣݚɫɺɘʟƆ ॠԝ

ށɾยՆഇޫʃ٪ʝʠɾɘƆɧʂʜɚɾшӁढ़

ഇޫϭʃʘɠɺʃߢ࡚ډຢɻ࠴ࡡɫɺවʦࣘɦƅ

ढ़ʦʖɼɿॠآढ़ʂഅѬଟʦʟईɫɘࠡઓ

યअೱഇɻईɫɘێॠɼॠذɠઋ१ɭʟƆɱʂ

ɼɫɺશෳɩʠɺɘʟƆʒɳƅॠآढ़ມηʂшӁ

ѬଟʃƅټϔഅӁʂࠞ์ɾѨɼɫɺӑ

ढ़ʂ˗˱ʯƟʾˮ˺ʃƅࢠآढ़ɩʠʟॠذɿʖ

ɾ٥ɠ॓ҏଯɿଽҔɩʠɺɘʟƆॠԝഇޫϭʃ

ʣʟɼ۪ɜʝʠʟƆɱʂఆʂ˨ʲ˒ˁ˧ʂѽ

фɠ 10 K ଟɼಒɿଊɘʂɻƅఉʂԘਗ

ʃƅਫ๐ذʂՔٺʂѽɿɸɾɠʟ࡚์ɾѨɻɖ

ɻʃɬʕɺɱʂഇʘഅࣨੁʦʍʟɧɼɠɻ

ʞƅݚټƅഡˈ˱ɿٛɩʠɳ ALMA(Atacama

ɡʟƆʒɳƅഇޫʂѾୃˀˡʶˏ˲ՖভʦԘਗɭ

Large Millimeter/submillimeter Array) ൷Р׃ʦ

ʟɧɼɻƅɱʂшӁढ़ʦ࣏ݔɿਕɜʟɧɼɠɻ

ๆɘɺƅ٥ʦछʕɺɘʟƆƭчयƮƆ

ɡʟƆඕ٥߳ɻʃƅఉʂɾɟɻʖʼ˝˦˱ఉ

Țƈˍ˰˟˲ˋƉ˟ˍ˴ˇʫ˺˂˺ʾ˺ʷʌʂૐঞ

ມηƭఉૠ 1 mmƤ0.1 mmƮʂԘਗՠࡦʦҔਫ਼ɫ

ʼ˝˦˱ఉມηɻʂԘਗ٥ɼɼʖɿƅɩʝɿ

ɾɠʝƅॠآढ़ɟʝॠآذढ़ɿ߃ʟഅѬଟɼ

࠵ఉॅʂۿɘˍ˰˟˲ˋਾƭ1 THz - 3 THzƮɿ

അ߸छшɿɸɘɺʂ٥ʦछʕɺɘʟƆ

ɞɥʟԘਗՠࡦʂҔਫ਼ʦछʕɺɘʟƆɱʂɳʕɿƅ

șƈॠآढ़ມηʂԘਗଯ٥

ছๆਂટʦޡɷɺॅ 100 nm ʂ˥ʫʶ˴˝˱ˊʿ

ʂ˗˱ʯƟʾˮ˺ʃƅࠞɿॠɠɻɡʟʒɻʂߗԝˀ
ʸƟ˲ʂβɘʦϴɫɺɘʟʖʂɼ۪ɜʝʠƅшӁ

ҙʂ˦˱ఉʼ˝˦˱ఉ൷Р׃ʦๆɘɺƅפ

ۚਏʦʖɸˢˊˏʯ˳ʶˏ˴˺Ɖˣ˴˨Ɵ

൮ॠԝഇޫϭયʂॠآढ़ມηʂԘਗ٥ʦ۱ɷɺ

ˆƟ (HEB) ˦ʶʼޫʂҔʦ۱ɷɺɘʟƆݚټ

ɘʟƆɼɣɿƅॠآढ़ɟʝॠآذढ़ɿ߃ʟഅ߸

ʂɼɧʡƅNbTiN ʦഅ߸ɿๆɘɳఉԐؠ

छшɿમෳɫƅшӁढ़ʦʖɼɿקњذҙʂॠƉ
ॠآढ़ѬଟʦʟईɫɘࠡઓʦҔਫ਼ɫɺɘʟƆ

HEB ˦ʶʼɿɞɘɺƅ0.8 THz ਾɻ 350 Kƅ1.5
THz ਾɿɞɘɺ 490 K ʂ॓ҏ݂ۿशࡵʂࠬࣿՆށ

ॠآढ़ʂ٥ɻʃƅɱʂƹިʒʞƺʦԘਗଯɿਕ

цфʦ੬ढ़ɫɺɘʟƆషඥʂ҉ຜʘޫ

ɜʟɧɼɠ࡚์ɾѨɻɖʟƆઋ१ɭʟॠʂ߸ຟ

ۚਏʂ݂шʦɫɺƅλʂड़ࣘڽʦ૰ֆɫ

ʘੁآƭƅ໓ॠɾɽƮʃࡾՃઓҕɻىɩʠʟ

ɺɘʟƆɧʂࠬࣿՆʦˈ˱ʂʩˆʲ˥ܸɿɖʟ

ɟʝɻɖʟƆɱʂෳଯʂɳʕɿƅHCOOCH3 ɾɽ

ASTE 10 m ʼ˝˦˱ఉ൷Р׃ɿ୰ݗɫƅ1.5 THz

ʂॠԝഇޫɼɫɺʃށɾยՆഇޫʂԘਗʦछʕ

+
ਾɿɖʟ CH, HD+
2 , H2 D ɾɽʂԷඕଯഇޫʦԘ

ɺɘʟƆɱʂʜɚɾยՆഇޫʃƅॠآढ़Ιঽɿʃ

ਗɭʟɧɼɿʜʞƅॠآढ़ɟʝॠآذढ़ɿ߃ʟ

ਣݚɫɾɘɠƅॠآढ़ɼɼʖɿॠԝडʂಶ˥˺ˏ

шӁछшʦֆɭʟɧɼʦෳޱɫɺɘʟƆɭɻɿ

˲ʂ࣫ɠԟิɫɺ१ढ़ɩʠʟƆࡓɷɺƅɧʠʝ

߇ٲ୰ݗɿढ़ڸɫɺɞʞƅѕӁϬๆɿڽɥɳࡵಖ

ʂഇޫʂ٠ࡥɿʜʞƅॠآढ़ʂƹިʒʞƺʦਕɜʟ

ʦछʕɺɘʟƆ

ɧɼɠɻɡʟƆߏ߹ƅಒɿࠚɘިٵॠ NGC1333

IRAS4B ɿɞɘɺƅHCOOCH3 ʂˀˡʶˏ˲ʦ٠
ࡥɭʟɧɼɠɻɡɳƆ
Ƅλ൘ɻƅॠآढ़ມηʂшӁढ़ɿʃ଼ਹɨɼʂ
˗˱ʯƟʾˮ˺ɠɖʟɧɼʦ٪ࡥɫɳƆɱʂ݂ʖઅ
ଯɾຶʃƅɞɚɫܽʂ L1527 ɻɖʟƆɱɧɻʃॠ
آढ़ມηɻʃʏɼʧɽ٪ʝʠɾɘઃܺഇޫɠ൦
ೖɿਣݚɭʟƆɧʠʃƅިٵॠפ൮ɿɞɘɺƅॠԝ
डɟʝʂ CH4 ʂ࣫ɠωɡץɼɾɷɺଯɿઃ
ܺഇޫɠ१ढ़ɫɺɘʟʖʂɼ٪ʝʠʟƆɧʠʦ

Warm Carbon Chain Chemistry (WCCC) ɼ
ɥɳƆλ൘ƅɧʂ଼ਹɻʃ HCOOCH3 ʂʜɚɾ
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横山順一研究室
横山 順一 教授

鎌田 耕平 助教

になってきましたが、インフレーション宇宙論の

1 はじめに
当研究室は理学系研究科附属ビッグバン宇宙国

基本的予言は、こうした全ての観測データと見事

際研究センター初期宇宙論部門に所属し、宇宙論

に一致しています。その一方で私たちの宇宙を作

の理論的研究と重力波データ解析の研究、ならび

るもとになったインフレーション的宇宙膨張を起

にそれらに関連した基礎物理学理論の研究を行っ

こした具体的なメカニズムについては、まだよく

ています。研究室は理学部 4 号館 6 階にあります。

わかっていません。
こうした状況の下、私たちは、動的不安定性を

日頃の研究室活動は、宇宙理論研究室の須藤研究

含まない最も一般的なインフレーション宇宙モデ

室・吉田研究室と協力して行っています。
宇宙物理学はその対象が極めて多岐にわたって

ルを構築することに成功しました。これは、単一

いるのみならず、方法論も多様であり、非常に学

の量子場によって起こる、これまで知られている

際的な体系をなしています。私たちは、素粒子物

全てのインフレーションモデルを包含するもので

理学、一般相対性理論、曲がった時空の場の量子

あり、これによってさまざまなモデルを観測と比

論などの基礎物理学を駆使して宇宙の諸階層の現

較検討する際のシームレスな枠組みを与えられた

象の本質的な理解にせまる研究を、観測と密接な

ことになります。

関わりのもとで遂行しています。

3 今後の展望

宇宙論の究極的な目的は、宇宙がその量子的創

私たちは、宇宙を観測する新たな手段として、重

生から 138 億年を経た多様な階層構造を持つ今日

力波に注目しています。宇宙マイクロ波背景放射

の姿にどのようにして進化してきたか、を明らか

の偏光を高精度で観測できるようになると、イン

にすることであるといえます。私たちは基礎物理

フレーション時代に量子的に生成した重力波の痕

学理論から出発して、演繹的・トップダウン的に

跡を見いだすことができるようになります。それ

宇宙の進化を記述するモデルを構築する研究、宇

によって、インフレーションがいつ起こったかが

宙マイクロ波背景放射や宇宙の大規模構造等の観

わかるようになります。

測データから出発し、それをもとに初期宇宙の進

一方 1 ヘルツ以上の周波数の周波数の重力波を

化に迫る、帰納的・ボトムアップ的研究の双方を

超高精度で観測できるようになると、初期宇宙の

駆使して、そのような目的を果たすべく、研究を

熱史、すなわちいつインフレーションが終わって

推進しています。
2 最近の研究の概要

ビッグバンがおこったか、を測定することができる
ようになります。しかしそのためには、DECIGO
と呼ばれる 3 機の人工衛星からなる宇宙レーザー

現在の宇宙は、数百億光年のスケールにわたっ

干渉計が実現しなければなりません。

て一様・等方的であり、星・銀河・銀河団・超銀河
団、といった豊かな階層構造に満たされているに

重力波の実験的研究は、そのような遠大な計画

もかかわらず、ユークリッド幾何学が成り立つよ

に取り組む前に、まずは直近に完成する地下重力

うな平坦な空間を持っています。このことは、ビッ

波検出器 KAGRA による重力波検出を成功させな

グバンからはじまる膨張宇宙論のように動的に進

ければなりません。そのような観点から、私たち

化する宇宙論のもとでは大きなナゾです。万有引

は重力波データ解析の基礎研究とその実装に乗り

力が働く限り、宇宙膨張は減速的であるため、私

出しましたが、このテーマはビッグバン宇宙国際

たちが住んでいるような大きな宇宙をビッグバン

研究センターに新規開設された重力波データ解析

から作ることはできないからです。このような根

部門 (Kipp Cannon 教授) にも引き継がれ、今日に

源的な問題に解答を与えてくれるのが、宇宙がそ

至っています。

の進化の極初期に指数関数的加速膨張を経験した、

http://www.resceu.s.u-tokyo.ac.jp/top.php
http://www.resceu.s.u-tokyo.ac.jp/eucd/

というインフレーション宇宙論です。
今日、宇宙マイクロ波背景放射をはじめとした

http://www.resceu.s.u-tokyo.ac.jp/˜yokoyama/

精細な宇宙論的観測データが数多く得られるよう
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横山将志・中島研究室
横山 将志 教授

中島 康博 准教授

1 研究の概要

中桐 洸太 助教

過去の宇宙の歴史の中で起こった超新星爆発によ

本研究室では、素粒子物理・宇宙素粒子物理に

り生成され、それが蓄積し現在の宇宙に漂っている

関する実験・観測を行っている。現在は特に、スー

と考えられているニュートリノである（図 2）。し

パーカミオカンデ実験、およびスーパーカミオカ

かし、期待される事象数は年間数個と極めて小さ

ンデと大強度陽子加速器 J-PARC を使ったニュー

く、これまでのスーパーカミオカンデではノイズに

トリノ振動実験（T2K 実験）を推進している。同

埋もれて観測できなかった。SK-Gd では、ニュー

時に、スーパーカミオカンデで行ってきた研究を

トリノ反応と同時に放出される中性子を同時計測

引き継ぎさらに発展させるべく、その後継として、

することで、ノイズを飛躍的に低減する。これを

より大きく、かつ高性能化した大型水チェレンコ

観測することで、宇宙の星形成の歴史、超新星爆

フ検出器、ハイパーカミオカンデの建設を進めて

発のメカニズム、そしてニュートリノ自身の性質

いる。また、高エネルギー加速器研究機構 (KEK)

を解明する手がかりを得ることを目指している。

の電子・陽電子衝突型加速器スーパー B ファクト
リーを使った Belle II 実験にも参加している。
現在

これら世界最先端の実験設備を使って、自分た
ちの手で素粒子や宇宙の謎を実験的に解き明かす

50 億年前

ことが、我々の目標である。
過去の超新星爆発からの
ニュートリノを観測

2 スーパーカミオカンデ

100 億年前

スーパーカミオカンデは、直径約 40 m、高さ約

42 m の円筒形の水槽内に約 11,000 本の 50 cm 径
ビッグバン

光電子増倍管を備えた、世界最大の地下ニュートリ
ノ観測および陽子崩壊探索実験装置である（図 1）。

138 億年前

図２. 超新星背景ニュートリノ。過去の宇宙の

我々は、2020 年夏にレアアースの一種であるガド

歴史の中で起こった超新星爆発により生成された

リニウムを加え、SK-Gd として新たな観測を開始

ニュートリノが蓄積し、現在の宇宙に漂っている。

した。ガドリニウムは中性子捕獲効率が極めて高
く、また捕獲後にスーパーカミオカンデでも検出
可能な比較的高いエネルギーのガンマ線を放出す

太陽ニュートリノ、大気ニュートリノおよび T2K

る。これにより、ニュートリノ反応の測定感度が

ビームニュートリノを用いたニュートリノ振動の測

飛躍的に向上した。

定も SK-Gd で継続している。特に、大気ニュート
リノおよび T2K ビームニュートリノにおいては、

SK-Gd で可能になる多数の研究の中でも、とり
わけ、未発見の超新星背景ニュートリノの世界初観

中性子を用いたより精密なニュートリノ反応の分

測を目指している。超新星背景ニュートリノとは、

類が可能となった。さらに、素粒子大統一理論で
予言されている陽子崩壊についても、SK-Gd では
大気ニュートリノによる背景事象を低減し、更な
る高感度での探索を行う。
スーパーカミオカンデは 1996 年の運転開始以
降、長い歴史を持つ測定器であるが、我々は継続
して装置や解析手法の改良を行い、世界のニュー
トリノ研究を牽引してきた。さらに、数年以内に
ガドリニウムを追加で導入することで更なる高感
度化を目指している。今後も新生 SK-Gd において
新たな観測に挑戦してゆく。

図１. スーパーカミオカンデ検出器の内部。
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3 T2K 実験
T2K（Tokai-to-Kamioka）実験は、茨城県東海

要である。T2K 実験では振動前のニュートリノを

村にある大強度陽子加速器施設 J-PARC で人工的

れらの系統誤差削減に役立てている。我々の研究

に作り出したミューニュートリノビームを 295 km

室は、ニュートリノ反応をさらに精密に測定する

離れた岐阜県飛騨市のスーパーカミオカンデに向

ために、この前置検出器をより高性能な装置（図

けて発射し、ニュートリノが別の種類のニュート

4）にアップグレードするプロジェクトを発案し、

リノに変化するニュートリノ振動という現象を高

中心グループのひとつとして推進している。

J-PARC 敷地内に設置した前置検出器で測定し、こ

精度で観測する実験である (図 3)。

4 ハイパーカミオカンデ
スーパーカミオカンデは、1996 年の運用開始か
ら 25 年が経った今もなお、SK-Gd や T2K 実験に
より新たな実験手法を生み出し、研究の地平を切
り拓き続けている。しかしながら、その成果を足
掛かりとして、さらに飛躍的な進展を生み出すた
めには、より高統計・高精度の実験が必要となる。

図３. T2K 実験の概要図。J-PARC からのニュー
トリノビームを 295 km 離れたスーパーカミオカ
ンデで観測し、ニュートリノ振動現象を研究する。

T2K 実験では、ニュートリノと反ニュートリノ



でのミューオン型から電子型への遷移確率の差異
を見ることで、物質と反物質の性質の違い（CP 対



称性の破れ）を観測することができる。
すべての素粒子には、同じ質量を持ち電荷等の

図５. ハイパーカミオカンデ検出器の概念図。

量子数が正反対の「反粒子」がそれぞれ存在する。
宇宙創生時には粒子と反粒子は対となって同じ数

ハイパーカミオカンデ検出器（図 5）は、我々が

生じたはずであるが、現在の宇宙は反粒子がほと

そのような次世代実験のために提案してきた、現

んどなく粒子のみで構成されている。宇宙から反

行のスーパーカミオカンデよりもさらに一桁大き

粒子が消えてしまった謎は、素粒子物理学の大き

く、高性能な装置である。ハイパーカミオカンデ

な課題の一つである。この謎を解くための伴を、ま

では、ニュートリノ振動の研究、素粒子の大統一

だ発見されていないニュートリノでの CP 対称性

理論で予言されている陽子崩壊の探索や、超新星

の破れが握っている可能性がある。我々は、この

からのニュートリノ検出など、宇宙と素粒子にわ

ニュートリノでの CP 対称性の破れの発見に向け

たる幅広い分野で世界最高の研究が可能となる。

て、T2K 実験で世界の研究を主導している。

ハイパーカミオカンデの予算は 2020 年初頭に認

CP 対称性の破れの測定やニュートリノ振動パ

められ、2027 年の運転開始に向けて建設が始まっ

ラメータの精密測定のためには、ニュートリノと

ている。スーパーカミオカンデのものよりも光検

原子核の反応やニュートリノビームの強度を正し

出効率、電荷分解能、時間分解能などの性能がそ

く理解し、測定の系統誤差を小さくすることが重

れぞれ２倍改善した、高性能光電子増倍管の大量
生産も開始された。我々の研究室では、光電子増倍
管の性能検査や、較正方法の確立など、検出器の

1 1 1 cm3

性能を最大に引き出すための開発研究を行う。ま
た、T2K 実験での経験をもとに、新たな前置検出
1.92m

0.56m

器の設計開発も行う。陽子崩壊、加速器ニュートリ

1.84m

ノ、超新星ニュートリノ、太陽ニュートリノなど、

!

図４. 新ニュートリノ検出器のひとつ、SuperFGD

幅広い物理を対象としてサイエンスを追求し、次

の概念図。1×1×1 cm3 のプラスチックシンチレー

世代のサイエンスを切り拓くことを目指している。

タ約 200 万個により、検出器内部で起きたニュー
トリノ反応の詳細な情報を捉える。
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Liang 研究室
Haozhao Liang 准教授 田島 裕之 助教

• Relativistic ab initio calculations for ﬁnite
nuclei

1 Research background
Atomic nuclei, composed of protons and neutrons, represent one fundamental hierarchy of matter. As famous for Nihonium (Element 113), Japan
is one of the world-leading countries in nuclear
physics. Questions like

Consistent nuclear database for astrophysical nucleosynthesis study
• Nuclear mass and β-decay half-life predictions with Bayesian approaches

• How many diﬀerent kinds of nuclei exist in
the Universe?

• Inﬂuence of nuclear mass uncertainties on
radiative neutron-capture rates

• Where and how are they created?

3 Future perspectives

• How can human being make the best and
safe use of nuclei?

A mid-term goal: Ab initio nuclear DFT
One of our goals in the coming years is to develop an ab initio nuclear DFT, starting from realistic nuclear force. Oriented by quantum ﬁeld
theory (QFT), our ideas include (i) the energy
density functional will be derived from the effective action with Legendre transform, (ii) the
non-perturbative nature of nuclear force will be
handle by the renormalization group with ﬂow
equations, and (iii) the theoretical uncertainties
will come with the idea of eﬀective ﬁeld theory
with proper power counting, as illustrated here.

motivate us for chasing deep understandings of
nuclear properties.
Theoretical studies in nuclear physics are not
trivial at all, because each atomic nucleus is a
quantum system, a many-body system, a ﬁnite
system, as well as an open system. In addition, in
atomic nuclei, three fundamental interactions out
of four—the strong, weak, and electromagnetic
interactions—interplay each other in a large range
of time and energy scales with the co-existence of
single-particle and collective characteristics.
Because of these unique features, although microscopic nuclear theories could be traced back
to, e.g., the Nobel Prize work of Yukawa, there
still exist tons of open questions in this ﬁeld.

EDF from
effective action
EHK[ȡ] ~ ī[ȡ]/ȕ
(Legendre transform)

2 Recent research themes
In particular, during the past decades, thanks
to the signiﬁcant progress in quantum many-body
theories and the worldwide exponential increase
of computational powers, microscopic nuclear theories are gradually established, including the ab
initio approach, cluster method, shell model, density functional theory (DFT), and so on.
The main research theme in our group is nuclear DFT, which aims at understanding both
ground-state and excited-state properties of thousands of nuclei in a consistent and predictive way.
Among the microscopic nuclear theories, now, even
in the visible future, only DFT is applicable to almost the whole nuclear chart.

non-perturbative
nature by
renormalization
group
kīk[ȡ] = Tr{…}
(flow eq.)

theoretical
uncertainties
from EFT
ī(2), ī(3), ī(4) …
(power counting)

ab initio nuclear DFT oriented by QFT.

A long-term dream: Microscopic understanding of quantum many-body tunneling
Nuclear ﬁssion and fusion, which critically depend on the properties of quantum many-body
tunneling, are still among the most long-standing
and most challenging problems in nuclear physics.
The relevant studies are crucial not only for nuclear physics but also for the element cycling in
astrophysical nucleosynthesis, the treatment of
long-lived ﬁssion products by nuclear power plants.
Will modern QFT help? Will machine learning
and quantum computing help? These are questions for young students with dreams.

Research themes in the recent 3 years:
Microscopic foundation of nuclear DFT
• Functional Renormalization Group and DFT
• Inverse Kohn-Sham method and density functional perturbation theory
• Nucleon ﬁnite-size eﬀects on nuclear binding
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《 図について 》
左）すばる望遠鏡 Hyper Suprime-Cam サーベイで取得された撮像データ（国立天文台提供）。
このデータを元に、弱い重力レンズ解析により三次元質量（ダークマター）地図を再構築した。

右）光弾性を使い可視化された、 高密度粉体系の応力鎖の様子。
実際に力を伝えるのは一部の粒子であり、 それらが鎖状のネットワーク構造をなしていることがわかる。
我々は粉体系に周期的せん断を加え、 粒子運動の可逆性と応力鎖ネットワークの関係を調査している。
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〒113 - 0033 東京都文京区本郷 7-3-1
TEL : 03-5841-4242 （代表） FAX : 03-5841-4153
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