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　2011 年 10 月 10 日、京都大学百周年時計台記念館にて京大グロー

バル COE 主催による第４回市民講座「宇宙と物質の謎に迫る」が行

われました。この講演は物理学における最先端の成果を広く一般市

民の方々に知って頂くことを目的としており、前身の 21 世紀 COE

プログラム「物理学の多様性と普遍性の探求拠点」の主催のものを

合わせると、今年で９回目を数えるに至りました。当日は秋晴れの

天気のもと、幅広い年齢層の方々にご来場いただきました。司会の

柴田一成教授 ( 附属天文台、太陽

宇宙プラズマ物理学 ) の最初のご

挨拶が終わると会場は緊張感に

つつまれ、今からどんな話が聞

けるのだろうか、という来場者

の期待感を感じ取ることができ

ました。

市民講座報告

第4回 市民講座

          「宇宙と物質の謎に迫る」

京大グローバル COE「普遍性と創発性から紡ぐ次世代物理学」

基礎物理学研究所
素粒子論グループ　M1

今井　匠

1.  『宇宙と物質の謎に迫る』

図 2：受付の様子

図 1：当日の時計台

図 3：会場内の様子
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　グローバル COE という組織は京都大学の物理学系

の研究科・研究所を結集したものであり、最も基礎と

なる極微の世界の法則を探る素粒子・原子核物理、原

子・分子レベルでの物質の挙動を探る物性物理、星や

銀河あるいは宇宙全体という巨大なスケールでの振る

舞いを探る宇宙物理、という３つの大きな柱からなっ

ています。まず最初にグローバル COE リーダーの川

合光教授 ( 物理学第二教室、素粒子論 ) から、グロー

バル COE のテーマである「普遍性と創発性から紡ぐ

次世代物理学」に込められた意味や理念についての

お話がありました。“ 創発 ” という言葉は聞き慣れな

い言葉ですが、これは要素が多数集まることで、個々

の要素を見ているだけでは演繹的に導けないような性

質が現れることを指します。例えば、電子と原子核が

電磁気力で結びついているという簡単なシステムの集

合から、超伝導という著しい現象が生じるという事実

は創発性の一例です。このような創発性を発見し、そ

こに他の分野にも繋がる普遍性を発見するという営み

が、現在の物理学の最前線で行われています。川合先

生は、物性研究から生まれた自発的対称性の破れの概

念を、素粒子物理学に応用した南部陽一郎先生の仕事

を例にとって説明されました。このような創発性と普

遍性の発見の連鎖を様々なスケールの物理学の上で展

開し、広げて行くことがこのグローバル COE の主旨

です。そのような態度から全く新しい次世代の物理学

が切り開かれることが、上記のテーマに込められた願

いであります。そういった流れを踏まえ、今回は松田

祐司教授 ( 物理学第二教室、固体電子物性）、中家剛

教授 ( 物理学第二教室、高エネルギー物理学）、田中

貴浩教授 ( 基礎物理学研究所、宇宙グループ ) の各分

野を代表する３人の方の講演がありました。

　今年は超伝導が発見されてちょうど 100 年にあたり、

今回松田先生

は超伝導の話

題 を 中 心 に、

原子・分子の

世界、極低温

の世界につい

て話されまし

た。私たちの

身の回りの物

質は温度により、その状態を変化させます。普段はあま

り存在を意識することのない空気も、低温にしていくと

液化してしまいます。しかしながら、温度はどこまでも

下げられるわけではなく、絶対零度という極限の値に近

づいて行きます。ではそうした時に、どのようなことが

起きるのでしょうか。現在の技術では宇宙空間の温度で

ある３K から、さらに温度の下がった状態を実現するこ

とが可能になり、そのような極限的な世界を探ることが

できるようになりました。素朴にイメージすると、水が

氷になって固まってしまうように、絶対零度では全ての

ものが凍りついてしまい、何も動かなくなり、それで終

わりになってしまいそうです。しかしながら、極低温物

理学の明らかにしたところによると、単純にそうはなら

ず、非常に興味深い現象が起きているというのです。

　極低温という想像の及ばない世界を理解するには、ま

ず原子・分子スケールの世界をイメージする必要があ

ります。導体中を電気が流れるという現象は、正イオ

ンとなった原子からなる格子の中を、伝導電子が動き

回るという描像で考えることができます。これは私た

ちの日常のスケールで考えると、校庭に杭が規則正し

く打たれており、そこを子供達が走り回るイメージで

あると松田先生は説明されました。このように考えると、

子供達はすぐに杭や他の子供にぶつかり、自由に動き回

れなさそうに感じます。しかしながら実際の伝導電子

は格子があるにも関わらず、ほとんど自由に動くのです。

このように非常に小さなスケールでは、常温であっても、

直感に反する奇妙なことが起こります。そして、そのよ

うな世界を極低温に近づけるとさらに不思議なことが

起こります。先の例で、伝導電子はほとんど自由に動き

ますが、格子の影響を全く感じないわけではありません。

この効果はマクロには電気抵抗となって現れてきます。

3. 『低温物理の世界　超伝導、超流動、ボーズ   
     ／アインシュタイン凝縮』　

松田祐司教授

２. グローバル COE リーダーあいさつ

図 4. 講演中の松田先生
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この電気抵抗は導体の温度の低下とともに減少してい

くのですが、驚くべきことに、ある温度を境に急に０に

なってしまうのです。これが超伝導と呼ばれる現象です。

超伝導体として１円玉 ( アルミニウム ) に穴をあけてリ

ング状にした物を考えますと、そこに流した電流は減衰

することなく流れ続けます。この現象が送電線や超強力

磁石の技術にとっていかに有用であるかは、誰もが認識

していることだと思います。

　超伝導だけでも十分に興味深い現象なのですが、さら

に興味深い現象も発見されています。先に考えた超伝導

状態のリング状１円玉を２つくっつけて電流を流すと、

直流を流しているにも関わらず、ある一定の周波数を

もつ電磁波が発生します。これは絶縁体を超伝導体で

挟んだ状態に対応しており、このような単純な系から、

もの凄い精度で揃えられた周波数をもつ電磁波が作り

出されることは驚くべきことです。この現象を応用すれ

ば、脳細胞間を流れる微弱電流を検知できたり、超高速、

省エネルギーのコンピュータを作ることができるそう

です。松田先生は、このように一般的に知られていない

ような側面にまで話を広げて説明されました。

　さて、ここまで極低温でのミステリアスな現象を見

てきたのですが、いったいこれらの現象はどのような

機構で生じているのでしょうか。これを考えるにはま

ず量子力学を適用することが必要です。つまり電子の

波としての性質を考慮に入れます。さて、世の中に存

在する粒子はボーズ粒子とフェルミ粒子という２つに

分類されます。ボーズ粒子は１つの状態をたくさんの

ボーズ粒子同士で取ることができ、これがフェルミ粒

子との本質的な違いです。このような性質を持つので、

ボーズ粒子は温度を下げて行くと、同時にたくさんの

粒子が最低エネルギー状態に落ち込んで行きます。こ

れはボーズ・アインシュタイン凝縮という有名な現象

です。一方でフェルミ粒子は、ある１つの状態を１つ

のフェルミ粒子で占有してしまうという性質を持ちます。

図 7. ボーズ・アインシュタイン凝縮のイメージ

図 6. ボーズ粒子とフェルミ粒子

図 5. 原子・分子レベルの世界

電子はこのフェルミ粒子であり、先に見た伝導電子が格

子の中を自由に動き回れるという事実は、このような

フェルミ粒子の性質で理解できます。つまり、各状態が

それぞれ１つの電子によって占有され尽くされてしま

えば、ある電子が正イオンで散乱され、別の状態へ移る

ということが自由にできなくなってしまうのです。

　このように伝導電子はフェルミ粒子として振る舞う

のですが、この事実が超伝導という現象にどのように
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て最先端の科学技術にも直結するものになっています。

また超伝導の実現する温度は、現在では液体窒素の温度

を超えて 155K にまで達しており、この温度が上昇して

行くにつれ、ますます超伝導現象の存在感は大きくなっ

て行くことでしょう。以上のように松田先生は「超伝導」

という切り口から、ミクロと極低温を合わせた興味を

そそられる世界を紹介されました。先生の示す例えは、

どれもなじみ深く分かりやすいもので、ここに全て載せ

られないのが非常に残念です。

　物理学の追い求める究極の世界には様々なものがあ

りますが、今回中家先生は素粒子物理学から見た究極世

界について話されました。素粒子物理学とは、世の中の

最も基本的、根本的な要素は何かということを追求する

分野であり、その意味で世の中で最も小さい粒子の振

る舞いを調べる分野であります。そのためには、考え

ている根源的粒子の振る舞いが露に現れてくる世界を、

実験によって再現しなければなりません。究極的には、

これは宇宙開

闢の瞬間を再

現することに

なり、先ほど

の極低温の世

界とは真逆の

世界になりま

す。また微小

な粒子の振る

舞いによって

生じるわずかな証拠も逃がさないような実験装置が必

要になります。そういった理由から、世界の最も小さ

い粒子を見るために、世界で一番大きな実験装置が必

要になります。重量５万 t にもなるような検出器や周囲

27km にも及ぶような加速器が世界各地に作られていま

す。このように書くと、素粒子実験で行われているこ

とは私たちの日常から遥かにかけ離れたことのように

感じますが、決してそうではありません。中家先生は

効いてくるのでしょうか。これは極低温物理学の研究

によって明らかになったことであり、キーポイントは、

温度が下がるにつれてフェルミ粒子である伝導電子が

ペアを組み、ボーズ粒子として振る舞うようになるとい

うことです。ボーズ粒子は温度を下げて行くとボーズ・

アインシュタイン凝縮という著しい現象を生じますが、

伝導電子のペアにも同じことが起きることになります。

このようにマクロな数の粒子が同じ状態を取るように

なると、それらの粒子全てが揃った挙動を示すことにな

ります。そうすると、電子の波が乱されることなく端

から端まで伝わるようになります。これが超伝導の本

質であり、松田先生が最も強調されていたポイントです。

先生は津波を例にとって、岩礁の周りの波は多少乱さ

れるが、全体としてほとんど影響を受けずに波が伝わっ

て行く様子を説明されました。このような超伝導のメカ

ニズムは、液体ヘリウムの超流動現象や、あまりに高密

度なため極低温状態にあるとみなせる中性子星の挙動

の理解にも繋がっています。極限的な世界を記述する上

で、極低温物理学が提示する普遍性がいかに強力である

かが感じられました。

　超伝導という現象の理解が進むにつれて、その不思議

な効果は様々な技術に応用されています。超伝導トンネ

ル効果 ( ジョセフソン効果 ) を用いた高速スイッチング、

どこから見ても自分の写る鏡、超伝導量子干渉計、超伝

導の磁場効果を用いた MRI、リニアモーターカーなど、

多種多様な例を松田先生には紹介して頂きました。この

ように超伝導という現象は、基礎物理学という枠を超え

図 8. 伝導電子がペアを組む様子

４. 『究極の世界を見る　巨大な素粒子実験』　
                                               中家剛教授

図 9. 講演中の中家先生
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素粒子物理学というものをできる限り私たちの生活に

関連づけ、時には実験装置の写真などを紹介しながら、

その軽快な語り口調で説明して下さいました。

　素粒子実験で行われていることは、極論を言うと「小

さいものを見る」ということです。この「見る」という

言葉は、私たちが顕微鏡などでものを観察するときに使

う「見る」と同じ意味です。ただし、顕微鏡では何らか

の光源を用いて対象物に光を当て、その反射光を私たち

の目が観測することになりますが、素粒子実験では加速

器が光源の役割を果たし、検出装置が人間の目の役割を

果たします。こう考えると顕微鏡で小さなものを見ると

いうことと、素粒子実験で小さな粒子を見るということ

に本質的な違いはありません。素粒子実験では観察する

対象物に高いエネルギーを与えて破壊するということ

をよく行うのですが、違いがあるとすればその点でしょ

う。その際に生じる破片の飛跡を解析することで、ど

のような粒子がどのような反応で生じたのかを調べる

ことができます。これは素粒子実験で用いられる常套

手段であり、より高いエネルギーで実験を行うことで

理論から予想される新粒子や未知の粒子の探索をする、

ということが最先端の実験で行われています。中家先生

は、ご自身の携わっているスーパーカミオカンデによる

ニュートリノ観測実験にも話を広げられ、さらに今世の

中で話題となっている光速を超えたニュートリノを観

測した実験についても言及されました。

　素粒子実験のイメージを膨らませたところで、次は

本題の素粒子に目を向けてみましょう。私たち人間に

図 10. 現在までに観測されている素粒子

とって最も身近な素粒子は光(あるいは光子)でしょう。

ただしここでの光は単に可視光を指すのではなく、エッ

クス線やガンマ線なども含む電磁波全般を指します。

電磁波としての光子は、私たちの周りで目に見える形、

見えない形であふれかえっていますし、３K の背景輻

射として宇宙空間にも存在しています。次に身近な素

粒子として、電子が紹介されました。電子が身近に感

じられる例として、中家先生はブラウン管テレビを挙

げられました。電子はその飛跡が高電圧下で曲げられ

る様子を観測することにより、その存在が初めて確か

められたのですが、ブラウン管はこれと全く同じ原理

で動いているのです。最先端で研究されている素粒子

が全て私達の身の回りにあるわけではありませんが、

このように決してかけ離れた存在ではないのです。で

は、これらのイメージを足がかりに少し変わった素粒

子、ニュートリノについて考えてみましょう。ニュー

トリノは、電子から「電荷を持つ」という性質をなく

してしまったもの、というイメージで考えることがで

きます。私たち人間の認識するほとんどのものは電気

的な結びつきによって構成されていますので、電荷を

持たないニュートリノは逆に私たちの世界の存在を感

ずることなく通り過ぎてしまいます。これがニュート

リノが幽霊粒子と呼ばれる所以であり、そのような点

でニュートリノは私たちに馴染みのない素粒子と思わ

れてしまいます。しかしながらニュートリノは太陽や

地球内部、はたまた原子炉からも発生しており、光子

と同じように私たちの身の回りにあふれているのです。

　超新星爆発の際に発生したニュートリノの観測に成

功して小柴昌俊さんがノーベル賞を受賞されたことは

図 11. スーパーカミオカンデ実験施設の内部の様子
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記憶に新しいことですが、幽霊粒子であるニュートリノ

もこのようにその存在を確認することはできます。その

ためには非常に稀に起こるニュートリノ由来の反応を

どうにかとらえる必要があるのですが、それを担うのが

先にも紹介したスーパーカミオカンデをはじめとする

検出器です。ニュートリノの検出は網で海中のプランク

トンをすくうような気の遠くなるような作業ですが、そ

の結果は非常に有益です。例えば大抵のものを通り抜け

てしまうという性質を用いることで、太陽内部の活動の

様子をニュートリノを通じて観測することができます。

こういった手法はニュートリノ天文学という新たな研

究領域を開拓するに至っています。また中家先生をはじ

めとする研究グループが観測に成功したニュートリノ

振動という現象 ( あるタイプのニュートリノが別のタイ

プのニュートリノに変化する現象 ) は素粒子物理学の理

論構築に新たな示唆を与えることになりました。

　ここまで、ニュートリノという素粒子を通じて次々に

新しい事実が明らかになっていることを見てきました

が、これは他の素粒子についても同様で、世界各地で実

験が行われ新しい知見が得られています。その中でも

最も注目すべきものは、素粒子の質量の起源となるヒッ

グス粒子の発見を目指して、現在世界最高エネルギーで

稼働している LHC 実験です。ヒッグス粒子の発見は無

論、物理学における大発見でありますが、LHC 実験で

は超対称性粒子や暗黒物質、さらには反物質、ミニブラッ

クホール、余剰次元などといった興味深い物理に何らか

の示唆を与える可能性を秘めています。ヒッグス粒子

をはじめとする重大な結果が数年の内に出されること

はほぼ間違いないと思われているそうです。中家先生

は最後に素粒子の研究者を目指す人に必要な心構えや、

どんな様子で研究が行われているかといったことにま

で言及され、最後まで素粒子の世界を追い求めることの

楽しさや興味深さを伝えておられました。

　これまでの話は原子や電子などの非常に小さなス

ケールでの話題でしたが、次は宇宙が舞台となり、重

力がその主役となる世界に目を向けてみましょう。今

回田中先生はその中でも重力波というトピックに焦点

を当て、話を

さ れ ま し た。

自然界には４

つ の 力 が 存

在することが

知られていま

すが、これら

はさらに長距

離力と短距離

力の２つのカ

テゴリーに分類されます。重力は電磁気力とともに長

距離力に分類されますが、その力の大きさは非常に弱

いことが知られています。より具体的に、２つの陽子

間にはたらく重力と電磁気力を比べてみると、その大

図 14. 講演中の田中先生

５.『重力波で明かされる一般相対性時空』　
                                             田中貴浩教授        

図 12. 幽霊粒子ニュートリノ

図 13. LHC 実験のイメージ
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きさには 36 桁もの違いがあるのです。しかしながら、

いったん重力によって物質が集まりだすと、それによっ

てさらに重力が強くなり、物質をますます引きつける、

といった効果が重なり合い、それらが星や銀河となる

スケールでは十分に強い力を及ぼすようになります。

電磁気力では正の電荷と負の電荷が引かれ合い、力を

打ち消し合うので、正の電荷あるいは負の電荷ばかり

が集まるというようなことは起こりません。そのため

宇宙のような大きな構造を見るときに、重力の果たす

役割というのは非常に重要になってくるのです。

　重力は等価原理に立脚する一般相対論により記述さ

れます。等価原理は、十分に微小な領域において重力

の作用を感じない観測者が存在することを主張します。

これは、自由落下している物体と一緒に運動する観測者

には物体に重力がはたらいていないかのように見える、

ということからイメージすることができます。一方で広

い領域を考えると、そこでは重力の効果を完全に消すこ

とはできず、潮汐力と呼ばれる効果が生じます。一般

相対論ではこれを時空の歪みの効果として解釈します。

現在では重力による光の到達時間の遅れやその経路が

曲げられる効果、水星の近日点移動などの現象の観測

を通じて一般相対論の妥当性が検証され、ニュートン

の万有引力の法則に代わる最も有力な重力理論として、

一般相対論はその地位を確立しています。さらに一般相

対論はニュートンの万有引力の法則からは導かれない

現象の存在を予言します。それが重力波です。電磁波は

電磁気力の波として伝搬しますが、重力波は潮汐力の波

として伝搬します。これはすなわち時空の歪みが波とし

て伝わるということです。先にも重力が非常に弱いとい

うことを述べましたが、そのような理由から、現在のと

ころ重力波の直接的な観測には至っていません。

　しかし、重力波の存在の間接的な証拠は見つかってい

ます。これは連星中性子星の発するパルスの周期を解析

することによって確かめられました。中性子星とそのペ

アとなる星が連星を組んでいる状況を考えると、もし重

力波が存在するのなら、２つの星の回転運動から重力波

が生じているはずです。これは連星系からエネルギーを

運び去っていることに対応しますので、重力波を発する

ことでエネルギーが奪われ、２つの星は次第に接近して、

その結果互いに回転し合う周期 ( 公転周期 ) が短くなっ

て行く、ということが予想されます。連星の公転周期は

中性子星から送られてくるパルスの周期を調べること

により観測可能です。このようにして、実際に重力波を

放出する効果を考慮して計算された公転周期の変化と、

観測されたものとを比較してみると見事に一致したの

です。田中先生は、このような話題をスライドを用いて

わかりやすく解説されていました。

　このようにその存在が有力となった重力波をなんと

か直接観測しようという試みが、現在日本を含め世界中

で行われています。直接測定には、重力波が通過すると

きに生じる潮汐力によって生まれる物体の微小変位を

測定する必要がありますが、これにはレーザー干渉計が

用いられます。また可能な限り大きな振幅を持つ重力波

に狙いを定めるために、地球にできる限り近く、非常に

大きな質量を持ち、光速に近いようなスピードで運動す

図 15. 重力波発生のイメージ

図 14. 潮汐力の効果
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る重力波源がターゲットとして選ばれます。先に述べ

た連星中性子星を重力波源として考えた場合、もしも

６億光年彼方からの重力波を受信できるようになれば、

連星が接近して衝突する過程を年数回、重力波を通じて

見ることができるだろう、と田中先生は説明されていま

した。その際の重力波の波長は中性子星の大きさ ( 直径

約 20km) よりも大きくなり、目標感度を達成するには

より大きな干渉計を建設することが必要になります。

　現在までに、強い重力場の下での一般相対論の正しさ

はほとんど検証されておらず、重力波の存在をきちんと

確かめ細かく測定することは、そのテストとしても非常

に重要です。もし、重力波の観測から一般相対論に修正

を迫るような示唆が与えられれば、現在の標準宇宙モデ

ルに存在する未知のエネルギーの謎を解決する糸口に

繋がるかもしれません。また重力波を通じた観測によっ

て、ガンマ線バーストなどの様々な未知の天文学的現象

の解明にも手が届くようになる可能性があります。これ

は重力波が散乱、吸収されにくいという電磁波にはない

性質を持っているためであり、重力波は光では見えてこ

なかった領域に観測のメスを入れる非常に強力なツー

ルとしてはたらきます。宇宙初期に生成された重力波の

観測も視野に入れられているそうで、今後の発展がとて

も気になります。以上のように田中先生は一般相対論に

始まり、重力波によって明かされる魅力あふれる宇宙の

世界を紹介されました。手書きのスライドや、音声や映

像を駆使した解説からは先生の熱意が感じられました。

　３つの講演が終わった後、講演者に司会の柴田先生を加

えた４名に対し、会場からの質問を募りそれに回答する、

という形式でパネルディスカッションが開かれました。質

問は、光速を超える可能性が実験で示唆されたニュートリ

ノに関するものや、現在実験で大きく状況が動いているヒッ

グス粒子に関するもの、また今年のノーベル物理学賞の話

題に関するものなどのホットトピックに集中し、回答され

る先生方にも熱がこもっていました。100 年後の物理学は

どこまで進んでいるか、という次世代物理学に関するテー

マに絡めた質問に対し、４名の先生全員が「全く想像もつ

かない」と回答されたときは、物理学という学問の可能性

と夢を実感した瞬間でありました。興味深い内容の講演に

触発され、来場者からの質問は途切れることなく続き、時

間を大きく延長しパネルディスカッションは終了しました。

　パネルディスカッションが終わった後では、場所を移し

て、希望者と講師の方々の茶話会が行われました。先の講

演会では突っ込んで聞けないような話題に参加者の方々は

熱心に聞き入り、物理学が探求する世界への興味をさらに

深められたことと思います。物理という話題を通じて、世

代を超えて語り合う、とても有意義な場となりました。

図 16. 世界中で試みられている重力波の検出

図 17. レーザー干渉計の原理

６. パネルディスカッション／茶話会         

図 18. パネルディスカッションの様子
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　京都大学 GCOE プログラム「普遍性と創発性から紡ぐ次世代物理学　－フロンティア開拓のための自

立的人材養成－」の中で、TRA（Teaching and Research Assistant）制度は基幹プログラムの一つである。

TRA 制度の趣旨は、本 GCOE ホームページおよび、今回のニュースレターの GCOE 院生会による「GCOE

　TRA 制度に関するアンケート実施報告」で記載されているので、ここでは割愛し、普段はあまり知る

ことの無い TRA 委員会の活動について報告する。

　TRA 委員会は、4 名の TRA 専属委員に 2 名の物理教務委員を加えた計 6 名で構成されている。TRA

専属委員は、GCOE 発足時からの常任メンバーで、分野間のバランスを考慮し、物理第１教室から芝内

孝禎氏、物理第 2 教室から私（中家剛）、宇宙物理教室から長田哲也氏、化学研究所（理学研究科の協

力講座）から阪部周二氏が任についている。物理教務委員は毎年更新され、平成 23 年度は物理第 1 教

室の松田和博氏と物理第 2 教室の菅沼秀夫氏がメンバーである。教務委員を TRA 委員会メンバーとす

ることで、学部講義との密な連携を計っている。

　TRA 委員会の主たる仕事は、「TRA の選考と各講義への配属を決定する」こと、「TRA の活動をサポー

トする」ことである。この点について、以下に紹介する。

　TRA、大学院生、教員がもっとも気になるのが、おそらくどのように TRA を選考し、その講義配属が

決定するかであると思う。その手順を簡単に説明する。

①　まず、TRA を希望する教科（講義、演習、ゼミ等）を担当する教員に、TRA の希望調査を行う。こ

　　の時に、TRA に対する要求（例：理論に秀でている、特定の実験の技術を有している等）を聞く。

　　また、推薦したい学生がいる場合は、その推薦も受け付ける。この情報を元に、「TRA 公募科目一

　　覧ファイル」を作成する。

②　「TRA 公募科目一覧ファイル」を元に、TRA の公募を行う。TRA 申し込み表には、第 1 ～第 3 希望

　　と理論演習の希望を記載するようになっている。

③　次に TRA 委員が集まり、TRA の選考を行う。選考プロセスは

　( ア ) 理論演習等に応募しており、理論演習を担当できる能力のある TRA を優先する。

　( イ ) 次に基幹科目（量子力学等々）を担当できる TRA を優先する。その後、専門科目、課題演習、

　　　　課題研究と続く。

　( ウ ) 複数名の応募がある場合は、その講義の担当教員とのマッチングを考慮する。この考慮の仕方

特 集

中家　剛
GCOE TRA 委員会　委員長

GCOE TRA 委員会の活動報告

1. はじめに

2. TRA 選考と各講義への配属決定
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　　　　は、担当教員の推薦があることや、TRA 学生の持つ能力（以前に特定の科目の TRA の経験は

　　　　あるか、理論グループか、実験グループか、専門は何か、学年は、学振に採用されているか等々）

　　　　を考慮する。また、第 1 希望、第 2 希望、第 3 希望の順に優先度も考慮に入れる。

　( エ ) 上記で TRA の配属が決まらない科目は、まだ配属が決定していない（選考にもれた）学生と個

　　　　別に相談して調整する。

　TRA 専属委員全員で約半日程度をかけて上記の選考を行い、TRA 配属を決定する。

　TRA 選考が終われば、TRA の雇用手続きの準備を行う。これは、勤務予定の確定、TRA メーリング

リストの整備等である。そして、TRA 活動を開始する前に、「TRA 説明会」を開催し、(1)TRA 制度の紹

介、(2)TRA のルールについての説明、(3)TRA と教科担当教員との顔合わせ、を行う。この説明会の後は、

TRA と教員が連携して授業が開始される。授業開始後は、定期的に行うアンケートを元に、TRA の教育

活動の評価を行う。また、TRA と教員の間に問題が生じた場合には（例：TRA の無断欠勤等）、必要に

応じて TRA との個別面談を実施する。

　平成 22 年度より TRA 院生会が発足し、TRA 自身が自律的に TRA 制度の運営に関わっている。教育

評価については、学部生からアンケートをとったり、自分たちでアンケートを取ったりして、自主評価

を行っている。研究評価については、研究活動報告として取りまとめている。TRA 勤務管理 Web ペー

ジより「TRA- 研究活動報告」へアクセスして、学術雑誌への論文発表、国際会議発表、国内学会発表、

研究会発表、受賞、特許出願、その他の成果について適宜報告を行っている。前期・後期の年 2 回、

TRA 委員会が研究活動報告の集計を行っている。研究活動が滞っている TRA に関しては、追跡調査、

面談等を TRA 委員会で実施している。また、TRA の教育研究活動の発表・報告の場として、GCOE シ

ンポジウムを活用している。

　本 GCOE が発足して 4 年が経ち、今年はいよいよ最終年度である。今回、GCOE 院生会による「GCOE

　TRA 制度に関するアンケート実施報告」を読むに当たり、TRA 制度はうまく機能してきたと実感する。

これも、すべて TRA の主体である本 GCOE の大学院生の積極的な活躍の成果である。「フロンティア開

拓のための自立的人材養成」は今のところ大成功であると言える。

　ただし、日本の高等教育において、優れた人材の育成（「フロンティア開拓のための自立的人材養成」）

を継続していくことがもっとも重要である。本 GCOE で成功した TRA 制度を、より普遍的制度として

確立することを目指したい。そのためには、継続的な財政的支援が必要不可欠である。ただし、日本の

高等教育機関に対する公財政支出の対ＧＤＰ比は OECD 加盟国中最低レベルであり、そのために大学院

生に対する国家的支援は先進国中で非常に低いレベルにある。この点は、今後更なる改善が必要である。

今後とも、次世代の日本を担う「フロンティア開拓のための自立的人材」を育成するプログラムに対し、

関係者一同のより一層のサポートを期待したい。

3. TRA 活動のサポート

4. 最後に
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　京大物理の GCOE プラグラム 「普遍性と創発性から紡ぐ」は、物理学の最先端フロンティア研究を促

進し、自然現象の普遍性と創発性を探求することを目標としています。その目標達成のために設けられ

た博士課程の大学院生に対する人材養成プログラムの一つに、Teaching-Research Assistant 制度 ( 以下

略称として TRA 制度と記述します ) があります。

　TRA 制度の目的は大学院生自身が物理学への正確で深い理解を獲得するとともに、かつ研究の実践

力を身につけながら経済的にも自立できるように支援することです。とくに TRA 制度ではその特色と

して、学部での良質な少人数教育の実現とあわせて、大学院生と学部生との交流が人間的な成長を促

し、高い社会的見識を有する人材育成につながる Teaching Assistant(TA) 業務を必須業務として掲げ

ています。また同時に大学院生が十分な研究時間を確保すると同時に、経済的な自立ができるように

Research Assistant(RA) 業務も提供しています。現状では TRA 制度の TRA として、博士課程の大学院生

が 4 月から 8 月の前期、および 10 月から 2 月の後期それぞれで約 100 人ずつ採用されています。筆者

自身も TRA として採用されており、今年度は「GCOE 推進のために理論演習を補助」として学部学生

の熱統計力学の演習の指導、および「GCOE 推進のための素核物理学の理論研究」として重力波を用い

た重力理論の観測的な検証に向けた、基礎的な理論研究を行っています。

　さてここまで述べた理念で実施されている TRA 制度ですが、現状の制度の範囲で本当に GCOE プログ

ラムが掲げている人材育成が達成されているか、またその理念を達成するためには今後どのような制度

改革を必要とするのかを明らかにするためには、実際に TRA として雇用されている大学院生の実態を把

握することが必要不可欠です。以上の背景のもと、主として大学教員から構成される GCOE 運営組織と

TRA として雇用されている大学院生との連絡窓口となるべく組織された、我々 GCOE 院生会は、TRA 制

度の労働環境の現状と改善点を明らかにすることを目的とした TRA 制度に関するアンケート調査を実施

しました。アンケート対象は 2011 年度前期に GCOE TRA 制度に雇用された、物理学・宇宙物理学専攻

の博士後期課程の全大学院生 100 人であり、調査期間は 2011/09/21 – 2011/10/04 の間に設定しました。

その結果、43 人の有効回答数を得ました。以下順番にアンケート項目とその結果を報告します。

　図１は雇用されている TRA の業務内容について、その満足度を調べた結果です。この結果から多く

の大学院生が、TRA 制度で規定されている業務内容に不満をもっていないことが読み取れます。その他

の個別意見として、大学院生から遠隔地ならびに長期出張先からの TA 業務を可能にしてほしい、とい

GCOE 院生会一同 ( 文責   磯山総一郎 )
基礎物理学研究所　宇宙グループ D1

専攻：一般相対論

GCOE TRA 制度に関するアンケート実施報告
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う要望がありました。インターネットが発達している現代社会では、

例えば一部大学が導入しているような TV 会議を用いた指導や遠隔

地でのレポート採点業務は、原理的には可能だと考えられます。さ

らに実験系に所属する大学院生は、自身の研究の都合上どうしても

遠隔地の実験施設への長期出張が多くなります。このような大学院

生の現状にあわせた TRA 制度の構築は、今後の GCOE TRA 制度の

改善課題の一つです。

　次に図２に雇用されている TRA 業務の業務時間についての満足

度を調べました。TRA として雇用されている大学院生の大半が TRA

業務として規定されている業務時間に不満がないことが、この調査

結果からわかりました。一方で個別意見として大学側の TRA の雇

用形態およびその勤務時間が、必ずしも実験や卒業研究等で要求さ

れる時間と一致していない点が複数の人から指摘されました。確か

に実際の研究活動や実験は状況に応じて柔軟な対応が要求されるこ

とがままあります。そこで TRA 活動も定型の勤務時間に限定せず各自の TRA 業務に応じて柔軟に勤務

時間を設定できるようになれば、より効率的な TRA 活動が行えると考えられます。これも今後に改善

すべき GCOE TRA 制度の課題です。

　また図３では雇用されている TRA 業務の業務報酬についての満足

度を調べた結果をまとめました。おおむね雇用されている TRA の多

くが、現在規定されている報酬に不満はないと回答しています。た

だし意見欄にもよせられたように、現行の報酬では学費と一人暮ら

し分の生活費の援助が限界です。そのため、例えば家族をもつなど

一人暮らしを超えた生活をする場合には、やはり研究時間を削って

他のアルバイトを行うことで別の報酬を得る必要があります。しか

しこの大学院生の経済的自立の問題は、TRA 制度に限らず大学院生に対する他の経済支援プログラムも共

有にもっている原理的な問題です。事実、この点を TRA 制度ならびに GCOE プログラムの枠内で解決す

ることは、本プログラムの目的を大きく超えています。そこで GCOE 

院生会ではそのようなコメントがあったという点を、GCOE プログラ

ム運営組織にアンケート結果とともに報告するにとどめました。

　最後に、図４に雇用されている TRA 業務とその担当教員、およ

び学部生との対人関係に関する調査結果をまとめました。回答をよ

せた TRA の全員が、現状の人間関係に満足、あるいは不満はない

と答えています。この回答は、TRA 制度の人材育成の目的の一つで

図 1

図 2

図 3

図 4
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ある、学部生との交流を通した大学院生の人間的な成長と高い社会的見識の確保が、現行の制度で確か

に達成されていることを反映しています。

　以上のアンケートの結果を総括すると、TRA 制度によって雇用されている博士後期課程の大学院生の

多くが、現行の TRA 制度に大きな不満点はなく、TRA 制度の掲げる人材育成の理念は現状で十分に達成

されていると結論できます。今後は引き続き 2011 年度後期に TRA として採用された大学院生にも同じ

アンケートを行うことで、TRA 制度のより確かな実態把握を行います。加えて本アンケートで TRA によっ

て指摘された改善点を GCOE 運営組織と協力して検討することで、大学院生側から積極的に TRA 制度の

最終目標である、フロンティア開拓に向けた自立的な人材育成に到達できる道を探していきます。

　京都大学で行われているグローバル COE プログラムは学生にとってのみではなく学部にとっても、

学問的にも経済的にももっとも有益なプログラムのひとつです。

　私は幸運なことに 2 年半の間、「物理の英語」の講義で TA( ティーチング・アシスタント ) として、さら

に光物性研究室でRA(リサーチ・アシスタント)として、いわゆるTRAという形で関わらせていただきました。

　このグローバル COE プログラムは主として学部学生と大学院生のためのものです。

　RA という制度の主な目的は、大学院生に対して研究活動におけるさまざまな知識・技術を得る機会

を与えて、さらに金銭面でも彼らを支援することによって、大学院生が十分に研究活動に集中できるよ

うな環境を提供することです。

　私の TA としてのプログラムは物理学で用いられる専門的な英語に関する基礎的内容を幅広く教える

ことでした。講義では小テストを行ったり、宿題や小テスト、講義内容に関する議論を行ったりしました。

この講義に TA として参加したことによって、講義中に学生たちに指導したり学生たちと議論したりす

ることは私自身にとっても有益なものなのだと気が付きました。数回の講義を受けただけで、以前より

も学生たちが英語を書いたり話したりするのを苦に感じなくなってきていることが分かりました。

　私の TA としての基本的な仕事は学生たちのために教材を準備したり、教授が行う講義の準備をしたりする

TRA としての経験について - 物理の英語

Jewariya Mukesh
大阪大学工学研究科 博士研究員

[ 京都大学大学院理学研究科 光物性研究室 (2007.4-2010.9)]
専攻：テラヘルツ分光学

周藤 睦人 ( 訳 )
物理学第一教室　光物性研究室 M1

専攻：広帯域テラヘルツ分光による
　　　水のダイナミクス
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ことでした。さらにもっとも重要な仕事は講義において学生たちの手助けをすることでした。学生たちが間

違った箇所を指摘したり、宿題や学生たちが書いてきた文章の中にある勘違いをしていた部分について説明

をしたり、そういった間違いを訂正する方法を提示したりするという形で学生たちの手助けをしました。英

語を話したり書いたりする能力を向上させる上でこのような方法は大変効果的なものであると感じました。

　学生たちともとても仲良くなることができ、講義終了後にも学生たちが質問をしてくるようになりま

した。時にはある問題について講義終了後に座り込んで学生たちと議論することもありました。講義終

了後の時間は宿題や小テストで私たちが学生たちの間違いを訂正した箇所について、訂正した理由を説

明することが多くありました。学生たちは大変善良で、私に親切にしてくれました。

　TA として私に課せられた仕事として、たいていは小テストや宿題を回収したり、それらを前野教授

が添削する際にその手伝いをしたりしていました。前野教授とは毎回講義終了後に学生たちのことにつ

いて話し合いをしていました。日本の学生たちがなぜ英語になかなか馴染めないのかということについ

てひとつ分かったことがあります。それは、日本の学生たちというのは頭の中では日本語を使って考え

て、日本語で文章を作り、それからその文章を英語に翻訳するという方法をとっている一面があるとい

うことです。実はこういったやり方は英語を学ぶ方法としてはふさわしくありません。

　学生たちが品行方正であったことはとても嬉しかったです。彼らは私に敬意を持って接してくれまし

た。TA として働いていた間には、前野教授からは大変なご支援をしていただきました。教授は講義を

円滑に進めていく上で役に立つさまざまな提案をしていただきました。今回、「物理の英語」の講義で

TA として働く機会を私に与えてくれたことを教授には本当に感謝しています。この講義で TA として

働いたことにより私自身の英語を書く能力も向上しました。この経験で培われた能力は現在、研究論文

を書く上でも役に立っています。

　RA として光物性研究室に在籍していた間は、主として高出力のテラヘルツ光を発生させる技術と非

線形分光学を扱っていました。これは私の博士課程での研究内容の一部でもありました。

　グローバル COE プログラムには私が国際会議に参加する際にも支援をしていただきました。そのお

かげで私の研究成果を海外でも発表する機会を得ることができました。

　RA として働いたことで経済的にも安定したため、私自身の研究を円滑に進めていくことができました。

　TRA として実際に働いたことによって私が感じたことがあります。それは、こういったプログラムは

大学院生にとってはとても有益なものであるということです。

このプログラムを通して学部学生と交流する機会を得ることができます。そのような経験は自分たち自

身の能力の向上にさえもつながることがあるのです。さらに、自分自身の内面の成長にもつながり、高

い社会的知覚を得る機会にもなります。

　TRA として仕事をする機会を与えてくださったことによって、私を金銭面で支援してくださったグ

ローバル COE プログラムには大変感謝をしております。

　今回のようなすばらしい機会を与えてくださったグローバル COE プログラム、TA として共に仕事を

させていただいた前野教授、また、RA としての研究活動を支えてくださった田中教授と永井助教 ( 現 

大阪大学大学院基礎工学研究科准教授 ) に感謝の意を表したいと思います。また、私を手助けしてくだ

さったグローバル COE の秘書の西川さんと林さんにも感謝申し上げます。
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　私は 2010 年度に課題研究 P2 の TRA を行いました。また 2011 年度には計算機 TRA に就くと同時に、GCOE 

TRA の代表として、TRA 業務の実態調査や、2 月に行われる GCOE シンポジウムの準備を進めています。

　私が担当した課題研究では前期に素粒子物理学 ( 物質を支配する根源的な法則を解明する学問 ) で必要な物理

と実験技術を学ぶため、ゼミと練習実験を行います。そのためゼミ資料の印刷、練習実験の準備や授業中の教

員補佐など、お手伝い的なことが前期の仕事でした。一方、後期に入ると学生自らが実験を立案・決定し、本

格的に卒業研究が始まります。そのため後期の仕事は、学生が行う実験の面倒をみる、行き詰まっていたらア

ドバイスをする等、具体的に学生を指導する事でした。また今年は計算機 TRA に就き、物理教室のメールアカ

ウント、メーリングリストの管理を行っています。その一方で事務室からたまに連絡があり、事務室の PC トラ

ブルに対処したりもしました。

　課題研究の TRA では自身が同じ課題研究をやったこと、前年度、担当教官や TRA の方の不在時に指導を行っ

ていたおかげで、戸惑う事なく始められました。しかしながら本格的に指導をするとなると事情は違って来ます。

分かっていると思っていた事柄でも、きちんと理解できていないと説明のポイントがぼやけ、相手にうまく伝

えられませんでした。また基礎的な知識のはずが普段使わないために忘れてしまっていた事もチラホラ。その

せいで TRA 当初は苦い思いをした事が多々ありました。

　計算機 TRA では、これまでネットワーク関係や PC 関係に触れる事が余り無かったので、このような機会を

与えられてよかったと思います。しかしながらネットワークについてちゃんと把握していないまま、ネットワー

ク関係の申請を出してしまい、関係者に迷惑をかけてしまう場面もありました。

　日々の学生との交流では面白い学生がたくさんおり、ネタには尽きませんでした。例えば、実験中に邪魔だった

らしく「内藤、スタンドアップ！！」と言われて立たされたり、「ちょっとこれ持っ

てみて。」とテスターの先を握らされ、「やっぱ太った人は、普通の人と抵抗値が

違いますねー。」と言われたり。また勤務時間外にはクリスマス恒例の非リア充 (=

独り者 ) 限定、リア充 (= 恋人がいる人 ) を呪う会 ( 鍋パーティー ) に課題研究の学

生を呼び、研究室の学生と共にリア充を呪って交流を深めました。その後、課題

内藤大地
物理学第二分野　高エネルギー物理学研 D1

専攻：K 中間子稀崩壊による CP 非保存の研究 

2 年間の TRA 業務を振り返って　　　　　　　

TRA の業務内容

TRA で楽しかったこと

TRA での苦い思い出
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研究を行っていた学生中、2 人が私のいる実験室に進学。そのうち一人は私のカリスマ性に惹かれ、現在同じ実験グ

ループで研究を行っており、私はいじめられる毎日です。

　計算機 TRA をやっていた際には事務室の PC 関係トラブルに対処する中で、事務室の方々と楽しく交流しました。

　課題研究のゼミは輪読形式でしたが、ちゃんと準備して来ない学生が多く、遅々として進みませんでした。

こういう事があると、私が学生の際はすごく怒られたものです。しかしながら現在の担当教官は全然怒らない

し ( 最近の学生は難しい )、どうしたものかと頭を悩ませました。結局ゼミは私がやっていた頃より内容を削っ

てなんとか終了。今でもこの問題についてはどのようにすれば良かったのか、自分の中で答えは出ていません。

また指導方針や学生の実験スケジュールに関して教官と対立する事も。案の定実験はスケジュール通りには進

まず、私にできることは意気消沈した学生に「君達はよく頑張っている、間違っているのはスケジュールの方

だから、気に病む事はないよ。」とフォローすることぐらいでした。これら二つの経験から学生のモチベーショ

ンを上げることの難しさ、学生の能力を引き出すこと、学生の能力を見極め、彼らが完遂できるスケジュール

を立てる事の難しさを学んだと思います。

　TRA をやって良かった事は大きく分けて 3 つありました。一つ目は理解と説明に対する再確認について。物

事の理解で大枠を理解していれば問題ない場合は多々ありますが、他者に教える場合、そうは行きません。ちゃ

んと肝となる要所要所を押えてないとうまく教えられないし、それはちゃんと理解できていない事と同義でも

あります。これは基本的な事ですが、人に教える機会があまり無かったので知識として持っているだけで実感

がありませんでした。TRA を通してこの事を実感できたのはとても良かったと思います。次は基礎の再確認に

ついてです。TRA をやらなければ学部時代に学んだ基礎的な知識を忘れている事にも気付かなかったかもしれ

ません。最後が学生の指導についてです。特に人間は心で動く生物で、モチベーションが物事の成否を決める

重要なファクターである事を改めて実感しました。よく研究者は「研究者であって教育者ではない」という言

葉を聞きます。課題研究の TRA ではうまくいきませんでしたが、研究者をやれば学生の指導をする機会もある

でしょうし、この経験を今後に活かしたいです。またこのような経験が学生の内からできて良かったと思います。

　これまで述べてきたように TRA 制度は、大学院生に様々な経験を提供してくれる場だと思います。例えば、大

学院生の内から学生の指導をする事で、研究者として必要な技能を積む、専門的な業務に就く事で、特殊な技能を

身につけられる、など。一方、当然ながら学生の経済的援助という意味で、とても重要な制度でもあります。私は

学部生の頃から奨学金を貰いながら学業を修めて来ました。もしも GCOE-TRA 制度が無ければ博士課程へ進学する

事は経済的に厳しく、就職していたかもしれません。私のように TRA 制度があるおかげで博士課程に進む事がで

きた学生は少なくないと思います。上記 2 点から、TRA 制度は大学院生に研究者を目指す機会と、研究者として成

長する機会を与えてくれる、非常に重要な制度と言えるでしょう。願わくば、このように素晴らしい制度 ( 給与が

もうちょっと上がればいいけどなぁ ) がこれからも存続し続けることを切に希望します。

TRA で悩んだこと

TRA、総括

TRA をやって良かった事
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　物理や数学の講義においてはしばしば授業内容が抽象的な内容に偏りがちである。抽象的な議論は基

礎科学の手法として大変重要であるが、その一方、初学者にとっては分かりづらく、理解や興味を阻む

一つの原因である。具体的な計算や問題演習は生徒が自主的に授業外の時間に取り組めば良いのである

が、課外活動や他の教科の勉強に時間を割いてしまい、なかなかすべての講義に対して十分な授業外学

習ができないのも一つの現状である。

　昨年度の後期に柴田一成先生の「物理学基礎論 B」（学部１回生向け）を受講した際には大学院生の

方が TA を担当をされ、毎回の授業後にその週の授業内容に即した演習問題を数問出題し、次週の授業

で回収、採点を行ってくださった。その学問全体を理解していない学生にとってはその週に学習した内

容に対応する問題を探すこと自体も難しいため、この演習は大変有用なものであり効率的に学習を進め

ることができた。さらに、試験問題がその演習と関係する内容から出題されるというものであったため

多くの学生が演習に取り組み、学生全体の理解度も上昇したのではないかと思う。

　私は個人的には利用していないが TA には講義に関連する質問等もすることができる。大学の教授方

は大変忙しく、出張などで大学にいないことも多いため生徒が個人的に質問する時間が限られている。

また、専門家である教授と初学者である生徒では理解度が大きく異なるため生徒が理解していない箇所

が伝わらなかったり質問することをためらったりする場合もある。その一方で TA は自身も学生である

ため大学にいることが多く、数年前に今の生徒と同じ立場で学習していたため自分が理解につまづいた

点もよく覚えている。さらに、大学院に進学することを目指す学生にとってはこの様に大学院生である

TA と関わることで大学院の様子を知ることができる機会は貴重である。

　大学院に在籍し、教授などの職につくことを目指す学生にとっては TA は教育することを実践的に学

ぶ良い機会である。わかりやすく、おもしろい授業をする先生は印象に残りやすく、そういった先生が

どんな研究をしているかということに興味を持って調べてみたこともある。自分が講義をする立場に

なったときによい講義をしてこのように学生に興味を持ってもらえば優秀な学生を持つことができ、自

らの研究にも良い影響があるだろう。大学院生時代の TA としての教育活動はその基礎となるものであ

るから大学院生となったときには私も TA として学部教育に関わっていきたい。

柴山 拓也
理学部二回生

学部生からみたＴＡ制度
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　このたび、田中貴浩・京都大学基礎物理学研究所教授が、第８回日本学術振興会賞ならびに第

8 回日本学士院学術奨励賞を受賞することとなりました。日本学術振興会賞は、優れた研究能力

を有する 45 歳未満の若手研究者を顕彰する賞で、日本学術振興会が平成 16 年度に創設しまし

た。将来の学術研究のリーダーとして、後のノーベル賞候補者となるような若手研究者をいち早

く顕彰することにより、その研究意欲を高め、 研究の発展を促そうとするものです。 世界トップ

レベルの研究者である江崎玲於奈氏、野依良治氏などにより構成される審査会で厳正な審査が行

われ、このたび田中氏を含め 24 名の受賞者が決定されました。また日本学士院学術奨励賞は同

じく若手研究者を顕彰して今後の研究を奨励することを目的として、学術振興会賞と同年に創設

され、受賞者は同賞受賞者の中から 6 名以内が選ばれるもので、今回は田中氏を含む 6 名が受

賞しました。授賞式は、平成 24 年 2 月 27 日（月）に日本学士院（東京都台東区上野公園 7 －

32）で行われる予定です。

　受賞の対象となった研究業績は「ブレーン重力の研究」です。 田中氏はブレーン世界モデル

における重力の振る舞いに関して数々の先駆的・系統的な研究を行い、国際的に評価の高い業績

をあげてきました。時空の物理学はアインシュタインによる一般相対性理論に始まり、その古典

的な意味での正しさは、観測により既に証明されています。一方、ブレーン宇宙模型と呼ばれる

弦理論の新宇宙論によると、時空は４次元を越える高次元であり、その中のブレーンと呼ばれる

膜的なオブジェクトこそが我々の住む４

次元時空であると予言されています。 田

中氏はこのような現代的な新宇宙論の展

開を進めました。４次元を越える時空内

にブレーンがあるとすれば、重力はブレー

ン外部の次元を通って伝搬できるため、

我々の住むブレーン内部の世界で観測さ

基礎物理学研究所　准教授
細道和夫

田中貴浩教授に日本学術振興会賞ならびに
日本学士院学術奨励賞

ニュース

図：ブレーンワールドのイメージ図
　　高次元時空の　中に我々の３次元時空を表す
　　ブレーンが浮かんでいる。
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　　   以下の賞を受賞しました。　　　　  

         　 ●第十六回（平成 23 年度）日本物理学会論文賞

                　　畑  浩之（物理学第二教室　素粒子論研究室　教授）

       　       　　「 Baryons from Instantons in Holographic QCD」

       　       　　H. HATA, T. SAKAI, S. SUGIMOTO and S. YAMATO

       　       　　Prog. Theor. Phys., Vol.117 No.6 PP1157-1180, （2007）

         　 ●第六回（2012 年）物理学会若手奨励賞　　　　

            　　宇宙線・宇宙物理領域
                　　小林  努（物理学第二教室　天体核研究室　助教（白眉））
            　　領域１
                　　吉川  豊（物理学第一教室　量子光学・レーザー分光学研究室　助教）
            　　領域 12
                　　和田  浩史（基礎物理学研究所　物性グループ　助教）

         　 ●第八回（平成 23 年度）日本学術振興会賞・第八回（平成 23 年度）日本学士院学術奨励賞
                　　田中  貴浩（基礎物理学研究所　宇宙グループ　教授 )
       　       　　 「ブレーン重力の研究」　

受賞ニュース

れる重力はアインシュタイン理論からずれることになります。 同氏は、新たに開発した摂動的な計算方

法をブレーン模型に適用し、このずれを正確に与えました。これが、外部次元の存在の証拠を観測的につ

かまえるための定量的な方法を初めて与えたという意味で、歴史に残る業績と認められました。加えて、

ブレーン宇宙が４次元アインシュタイン重力＋強結合共形場理論の系と同等であるという仮説をブレーン

上のブラックホールに適用すると、静的なブラックホール解は存在しないという予想を発表して活発な論

議を巻き起こしました。また一方、重力波についても、連星の一方がブラックホールである場合にもう一

方の小質量天体が受ける重力的反作用力の基礎方程式を導き、連星の合体から発生する重力波のテンプ

レートを作成して観測計画の立案に貢献しています。

（注）研究業績についての解説は、下記 URL に発表されている日本学術振興会賞及び

　　  日本学士院学術奨励賞の授賞理由を基に作成したものです。

   http://www.jsps.go.jp/jsps-prize/ichiran_8th/13_tanaka.html

   http://www.japan-acad.go.jp/japanese/news/2012/021301.html#003
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はじめに

　凝縮系物理の研究対象は、粒子の量子性が顕著な低

温における物質の性質です。スピンを持つ電子の間に

働く電磁相互作用と純粋な量子効果であるフェルミ統

計性などが組合わさることで、凝縮系物質は金属や絶

縁体、磁石や超伝導体といった様々な表情を見せてく

れます。1980 年代に発見された量子ホール効果と高

温超伝導（どちらも、その発見に対してもノーベル賞

が授与されています）は、その量子性の顕著な発現で

あり、その後の凝縮系物理の発展に多大な影響を与え

てきました。

　21 世紀になり、凝縮系物理の研究対象はさらに大き

な広がりを見せています。量子ホール効果の物理で強

調された波動関数の量子力学的位相の効果は、位相幾

何学的（トポロジカル）に特徴付けられた量子状態を

示す「トポロジカル物質」へ引き継がれています。そ

の代表的な例は、絶縁体でありながら表面のみが特異

で強固な金属となるトポロジカル絶縁体と呼ばれる物

質群です。その表面では、ディラック粒子と同じ線形

なエネルギーと運動量の関係（分散関係）が電子の運

動を支配しており、一昨年ノーベル賞を受けたグラフェ

ンと呼ばれる物質と類似の特徴があります。一方、高

温超伝導の研究の流れの中では、2008 年にこれまで

超伝導とは無縁であると考えられていた鉄を含む物質

で高温超伝導が発見され、ホットな話題となっていま

す。さらに、遷移金属化合物の研究が高温超伝導を引

き金として新たな段階を迎えています。例えば、三角

形の形状の結晶格子を持つ遷移金属化合物では、隣同

士の相互作用の結果、格子点上のスピンの向きが決ま

らない困った状態が生じます（フラストレーション）。

物性基礎論：凝縮系物理グループ

研究室紹介

スタッフ
教　授　遠山貴己
准教授　戸塚圭介
助　教　森成隆夫

スピン（時には電荷）がフラストレートした状態がい

ろいろな物質で実現しており、フラストレーション系

と呼ばれる研究分野が発展しています。

　これらの凝縮系物理の発展の重要なキーワードは「強

相関効果」です。その典型は、強い電子間クーロン相

互作用により電子の運動が著しく抑制され、絶縁体状

態となるモット絶縁体です。このモット絶縁体は低次

元構造を持つ磁性体やフラストレーションをもつ量子

磁性体の舞台となります。モット絶縁体の中にキャリ

アを導入すると系は金属化します。しかし、もともと

の強相関効果のため、通常の金属とは異なる特異な量

子現象を示すことになります。銅酸化物で見られる高

温超伝導はまさにこの特異性の表れといえます。

　基礎物理学研究所の「物性基礎論：凝縮系物理グルー

プ」では、この「強相関効果」をキーワードとして、

高温超伝導に代表される強相関電子系の量子輸送現象

や励起ダイナミクス、低次元磁性体やフラストレー

ションを持つ系の量子現象、高温超伝導の機構、固体

中ディラック粒子の磁気輸送特性などについて、場の

理論や大規模数値計算等の手法を駆使して研究を行っ

ています。

　以下では私たちの研究グループ（スタッフ 3 名のほ

かポストドク 3 名、博士後期課程 5 名、博士前期課程

5 名）の最近の研究成果の一部について紹介します。

動的密度行列繰り込み群法の開発と
一次元量子系の励起ダイナミクス

　密度行列繰り込み群法は数値繰り込み群法の一種

であり、低次元量子スピン系・電子系の研究に威力

を発揮しています。この手法を動的性質（振動数に

遠山貴己
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高温超伝導の機構解明を目指して

（１）銅酸化物高温超伝導のキャップの空間依存性
　銅酸化物の高温超伝導はモット絶縁体である銅・

酸素平面にキャリアドープすることで現れます。こ

の系の超伝導転移温度がどの因子によって決定され

ているかについては未だ解決を見ておらず、高温超

伝導発見 25 年を過ぎた現在も活発な議論が続いてい

ます。私たちは、高温超伝導体はキャリアドープさ

れたモット絶縁体であるという見地から、局所的な

反強磁性的なスピン間相互作用が重要であると考え

ています。

　Bi 系と呼ばれる銅酸化物高温超伝導体では、過剰

な酸素が取り込まれることで銅・酸素平面内に正孔

が供給されます。最近、その過剰酸素の分布が、銅・

酸素平面内の超伝導ギャップの空間的不均一性と強

く相関しているということが、走査型トンネル顕微

鏡による観測から報告されました。この報告に触発

され、過剰酸素の効果を検討した結果、銅・酸素平面

依存した物理量）の数値計算法として発展させ、世

界第一位の性能を持つ神戸の「京」スーパーコン

ピュータ上で高性能なパフォーマンスを発揮できる

ようプログラムのチューニングと手法開発を行って

います。そして、この動的密度行列繰り込み群法を

用いた大規模数値計算により、一次元電子系・スピ

ン系のスピンや電荷励起ダイナミクス、非平衡緩和

ダイナミクスの解明を目指しています。これまでに、

次世代非線形光学素子としての可能性を秘めている

一次元モット絶縁体や、スピンと格子が結合してス

ピン励起にギャップが開く CuGeO3 を念頭に置いた

計算を行っています。

　SPring-8 や J-PARC 等の大規模量子ビーム施設の稼

働やレーザー分光技術の進展により、量子スピン系・

強相関電子系の励起ダイナミクスや非平衡ダイナミク

スの研究が飛躍的に発展しています。そこから磁気応

答・電荷応答・光学応答に特有の量子現象が出現する

可能性があります。最先端の量子ビームを利用した研

究とタイアップしながら、最新のスーパーコンピュー

タを用いた新しい量子現象の研究を進めています。

図１　反強磁性スピン間相互作用が局所的に変化した銅・酸素平面の局所状態密
度の計算結果。挿入図の番号は銅原子の位置を表す。過剰酸素は i=0 と i=15 の
間の直上に位置しているので、その 2 点の反強磁性相互作用が大きく、その結果、
i=0 での局所状態密度（赤線）は大きなギャップを示している。

直上にある酸素と過剰酸素

との波動関数の重なりが非

常に大きいことに気がつき

ました。これは、酸素原子

の集団があたかも分子のよ

うに分極することができ、

独立な酸素原子の場合より

も大きな遮蔽効果を与える

ことを意味します。遮蔽効

果は、銅・酸素平面のクー

ロン相互作用を抑制し、過

剰酸素近傍の反強磁性スピ

ン相互作用を増大させま

す。その結果、図１のよう

にギャップが増大すること

になります。これは、過剰

酸素の多い領域ではギャッ

プが大きいという観測結果

を見事に説明します。
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（２）鉄系超伝導体の反強磁性相
　鉄系高温超伝導体の母物質は反強磁性金属相です。

反強磁性秩序出現にはフェルミ面の形状とともに鉄イ

オン内の電子間相互作用が重要であると考えられてい

ます。銅酸化物ほど強くはありませんが、無視できる

ほど小さくもありません。また、電子状態の詳細を議

論するには鉄の 5 個の 3d 軌道を取り扱う必要があり

ます。したがって、反強磁性金属相の物理は「多軌道

相関系」の物理ということになります。

　私たちは、5 軌道ハバード模型の反強磁性の基底状

態を平均場近似で求めて、図２のようなバンド分散構

造を決定しました。そして、そのバンド構造のもとで

の動的スピン感受率を計算しました。その結果は非弾

性中性子散乱の実験と非常によく対応していますが、

そこで重要なのが電子－ホール連続帯励起と呼ばれる

バンド構造を反映した励起です。光学伝導度も電子－

ホール連続帯励起とそれを構成する軌道自由度に注目

すると理解できます。最近、電荷励起を観測すると考

えられていた共鳴非弾性 X 線散乱によって、銅酸化物

のマグノン励起が観測され注目を集めています。この

手法を鉄系に適用し、スピンと電荷励起を同時に観測

しようという試みが始まっています。その実験に先立

ち、どのようなスピン・電荷・軌道分散やそれらの複

合分散が得られるべきか理論から予測することは意味

があるでしょう。そこで、共鳴非弾性 X 線散乱スペク

トルを計算して、マグノン励起のほかに、スピン・軌

道複合励起の存在を予言しました。もしこの励起が実

験で同定されれば、鉄砒素系超伝導体の軌道の効果が

解明されることにつながるでしょう。

フラストレーション系とスピン液体

　モット絶縁体の低温、低エネルギーの物理は、スピ

ンで表された「有効ハミルトニアン」で記述されます。

もちろん、「スピン」は量子的な実体なので、多数のス

ピンが相互作用する問題を解くのは一般に困難な問題

であり、何らかの近似的な方法で理解するのが普通です。

結晶格子が立方格子のように単純な構造を持っている

時には、スピンの「量子性」（非可換性と言ってもよい

でしょう）を一旦忘れて（古典極限）、局所的なエネル

ギーを最低にするような状態を見つけることで、実際

の量子論的な基底状態の良い近似が得られることがわ

かっています。しかし、例えば三角形や四面体が頂点を

共有しながらつながってできる結晶格子（「六つ目編み」

と呼ばれる日本の竹カゴのパターンなどが典型例です）

のようなものを考えると、局所的なエネルギーを最小化

する状態が無数に出てきてこのような方法では駄目な

ことがわかります。このようなちょっと「病的な」状

図２　鉄系高温超伝導体の結晶構造（左図）と母物質の反強磁性金属相におけるバンド分散構造（中図）。
○印の領域にディラック型分散（右図）が存在する。
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況が起こる系を「フラストレーション系」と呼びますが、

このような系の特徴としてエネルギー最小の状態が簡

単に決まらないことから、交換相互作用の強さに代表

される磁気的なエネルギースケールよりも十分に低温

に至るまで磁気秩序が発生しなかったり（図３の赤い領

域）、通常は秩序を破壊する因子と思われている「熱ゆ

らぎ」、「量子ゆらぎ」で逆に特定の磁気秩序が選択され

る現象（order-by-disorder）が起こったりします。

　この種の系に見られる巨視的縮退は、さまざまな「創

発的な」現象の格好の舞台を提供します。 最近では、

巨視的に縮退した最低エネルギー状態から、この種の系

にある種のゲージ理論やモノポールに対応する励起が

創発されることがあることもわかってきましたが、その

ような面白い現象のひとつに「スピン液体」と呼ばれる

ちょっと変わった物質状態の出現があります。スピン液

体にもいろいろな種類があるのですが、何の秩序もなく

一見、常磁性状態と同じように見えるのに、系のトポ

ロジーなどに関係した「隠れた」秩序があるのがミソ

です。最近、「トポロジカル物質相」が関心を集めてい

ますが、スピン液体はそのひとつの例にもなっています。

理論的にもきちんとその存在を示すのはそう簡単では

ないのですが、これを実現する物質を探すのは長らく、

量子磁性における「聖杯」と言われるぐらい困難でした。

しかし、最近、カゴメ格子と呼ばれる「六つ目編み」パター

ンの結晶構造を持つ鉱物や、二次元性の強い有機化合物

で有望な候補が見つかり関心が集まっています。

　最近、私たちは、強い外部磁場をかけた磁性体の物性

図３　フラストレーション系の温度による振る舞いの違い。典型
的な磁気的エネルギースケールθ CW より低温でも秩序化しない。

におけるスピンの量子性の効果を場の理論的な方法で調

べ、強磁場下でも、量子力学的位相（スピン Berry 位相）

のためにいろいろな新しいタイプのスピン液体が起こり

得ることを見いだしました。このようなスピン液体の強

磁場下での物性を、微視的模型を用いて解析的・数値的

に調べる研究が進行中です。また、この種の系の持つ「ト

ポロジカル秩序」とエンタングルメントなどのような量

子情報的な概念との関連にも関心を持っています。

固体中のディラック粒子

　固体中のディラック電子系は近年非常に注目を集め

ている分野です。私たちは、有機導体および鉄系超伝

導体で実現するディラック電子を主な研究対象として、

それらが引き起こす特異な伝導現象に関する理論構築

を行っています。

　有機導体α -(BEDT-TTF)2I3 は、伝導層である BEDT-

TTF 分子の層と絶縁層である I3 層が交互に積層した層

状化合物です。二次元性が非常に強く、面間の抵抗は面

内の抵抗に比べて 1 万倍もあります。この系に圧力を

かけると、2GPa 程度の高圧下でディラック電子系とし

て振舞うことが知られています。典型的なディラック電

子系として知られているグラフェンと異なり、エネル

ギー分散の形状が傾いた円錐形をしていることが特徴

です。（図４）このエネルギー分散の特徴がどのように

図４　グラフェンで見られる通常のディラック型分散（左図）
と有機導体α -(BEDT-TTF)2I3 で見られる傾いたディラック型
分散（右図）。
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　今回は特集として「TRA 制度」を取り上げました。個人的に

は、研究所に属していて学部教育に携わることはないので、これ

まで TRA 制度にはあまりなじみがありませんでした。しかし今

回、大学院生と学部学生の両方の立場からの大変生き生きとした

体験談を読み、想像していたよりも非常にうまく制度が活用され

ていることがよく分かりました。教員にとっても教えることで理

解が深まったり、認識を新たにすることは、多かれ少なかれ体験

してきていると思います。そのような体験を大学院生時代から経

験することは、将来たとえ研究者や指導者にならなかったとして

も、様々な局面で有用となることは間違いないでしょう。GCOE

は来年度で終了ですが、なんとかしてこの制度を継続していくこ

とができるよう、皆で知恵を絞らなければならないと思います。

　少し趣旨は違うかもしれませんが、アウトリーチ委員会でも

大学院生に見聞を広めてもらうよう、できるだけ自分の専門と

は違う、研究室や市民講座の取材等を頼んでニュースレターに

記事を書いてもらっています。人に教えることと同様に、文章

を書くことで内容が整理され、理解が深まることも良く経験す

ることです。ニュースレターに記事を書くことで、少しでも興

味が広がったり、見識が深まったりする助けとなってくれれば、

我々としても望外の喜びです。もちろん院生に限らず、ポスド

クや教員の方も大歓迎です。企画の持ち込みも歓迎しますので、

皆さんニュースレターに記事を書いてみませんか？ （国友　浩）

編集後記

光電子分光によって報告されています。（図２参照）グ

ラフェンでは 2 個の副格子の存在がディラック点を生

み出しましたが、鉄系反強磁性状態では軌道自由度の

存在がディラック点の起源となっています。私たちは、

ディラック電子を記述する有効ハミルトニアンを導出

し、ディラック電子が実際の輸送現象に寄与している

ことを明らかにしました。

 

終わりに

　以上、私たちのグループで行われた最近の研究成果

について、その一部ですが紹介させていただきました。

このほか、今年度からは GCOE ポストドクとして Zhi 

Li 氏も加わり、鉄酸化物や新規超伝導物質の第一原理

バンド構造計算も開始しています。GCOE プロジェク

トはあと一年余りとなりましたが、プロジェクトに貢

献できるよう成果を挙げていきたいと考えています。

実験的に検証されるかということが重要な課題でした。

そこで私たちは、面間磁気抵抗を磁場の向きを変えなが

ら測定することで検証できることを提案しました。エネ

ルギー分散が傾いた円錐形の場合には、ランダウ準位の

波動関数が異方的になります。一方、面間の伝導におい

て電子は面に平行な磁場の影響を受けます。したがって、

磁場の方向を変えながら面間磁気抵抗を測定すると、傾

きで決まる振幅で面間磁気抵抗が振動することが予想

されます。この理論は、その後、実験によって検証され

ました。また、面内の磁気抵抗は複雑な温度依存性を示

します。磁場下で室温から温度を下げていくと、面内の

抵抗は 100K くらいで減少から増加に転じ、低温での

プラトー領域を経て、さらに増加するのです。この面内

磁気抵抗の振る舞いが磁場下でのディラック電子のラ

ンダウ準位構造によって理解できることも示しました。 

　鉄系超伝導体には、反強磁性秩序状態でディラック

点がフェルミ準位近傍に存在していることが角度分解


