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　講演セッションでは、国内外からの招待講師、

学内の教員、研究員、大学院生が、それぞれの

分野の最新の研究内容を、専門外の参加者にもわかりやすく紹介しま

した。講演で紹介された内容は、物理学の非常に幅広い分野に及び、

参加者には自分の専門外の研究に触れる良い機会になりました。

　2 日目の午後に行われたポスト GCOE について考える企画セッショ

ンでは、これまでの GCOE の活動報告、今後の大学院教育、GCOE で

形成した拠点の今後などについて講演が行われ、講演者・参加者の間

で討論や意見交換も行われました。続いて院生セッションも行われ、

BIEP プログラムを通して海外で研究活動を行なった大学院生達が渡

航先での研究・学生生活について体験を交えた講演を行いました。ま

た 2 日目の夜には懇談会が行われ、和やかな雰囲気の中、参加者の

間で研究分野を超えた交流がなされました。

　ポスターによる研究発表は、大学院生と教員を含め 140 件を越え、

講演会場の隣の会場でシンポジウム期間中常時掲示され、休憩時間や

ポスターセッションの時間に、発表者と参加者の間で活発に情報交換

や議論が行われました。シンポジウムの最後には、参加者の投票で選

ばれた 10 名にベストポスター賞が授与されました。

　以下は、シンポジウムの各セッションの簡単な報告です。講演者の

敬称は略させていただいています。各セッションの報告は、本 GCOE

プログラムのもとで研究を行っている GCOE 研究員の方々に担当し

ていただきました。括弧内は報告者の名前です。

2011 年度 GCOE シンポジウム　
「階層の連結」

シンポジウム報告

GCOE Symposium 2011 “Links among Hierarchies”
報告統括：太田一陽

宇宙物理学教室

　2011 年度の GCOE シンポジウムが、今年の 2 月13 日から 15 日の 3
日間にわたり、京都大学百周年時計台記念館国際交流ホールで開催されま

した。講演者、ポスター発表者を含む総勢約 240 名
が参加し、研究紹介や議論が盛大に行われました。

川合さんによる開会の挨拶
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　Martin Freer (University of Birmingham)  

　　"Simplicity from Complexity: Clustering in Nuclei"

　矢花一浩 ( 筑波大 )  

　　"Computational approach for dynamics of many-fermion systems: from nuclear physics to optical science"

　板垣直之 ( 京都大 )  

　　"Exotic clustering in light nuclear systems"

　中村克朗 ( 京都大 )  

　　"Double Spin Asymmetry of Single Electron Production on proton-proton Collisions"

Simplicity from Complexity: Clustering in nuclei
Martin Freer

How can simplicity arrive from complex many-body systems?  This is 

the interesting question that Martin Freer addressed in his presentation. 

In particular, he talked about the important role that correlations have 

in the determination of the structure of both heavy and light nuclei. 

As Martin Freer showed, in light nuclear systems, correlations, for 

example, those associated with the pairing interaction, dominate to the extent that the nucleus clusterizes.  

This clusterization appears due to the high binding energy of the α particle. This fact is enhanced by the 

symmetries of the system. For example, as Martin Freer talked about, the 8Be nucleus is well known to have an 

α - α cluster structure as measured through its large reduced alpha-decay width and rotational behaviour. 

The addition of a further alpha particle gives rise to the formation of three-center α cluster structures in 12C. 

In this way, Martin Freer showed how the inert nature of the α particle suggests the important influence it 

can have on the structure of light nuclear systems.

Computational approach for dynamics of many-fermion systems
: from nuclear physics to optical science
Kazuhiro Yabana

Kazuhiro Yabana discussed during his presentation the quantum 

dynamics of many-fermion systems, in particular, applied to nuclear 

physics and optical science.  In nuclear physics, the quantum simulation 

for many fermion systems is done using the time-dependent Hartree-

Fock theory. Kazuhiro Yabana addressed the problem of combining 

nuclear time-dependent mean field methods with first principles of 

density functional theory in condensed matter physics as a tool to study several problems, like, for example, 

the understanding of the different shape of absorption profiles among alkali metals, where the dynamics of 

hundreds of electrons plays a major role to describe the properties of the system.  This fact, as Kazuhiro Yabana 

discussed, implies the necessity of studying the coupled dynamics of electrons and electromagnetic fields.

Session I  ［  2/13    9:30 - 11:30  ］原子核理論、実験 ( 座長 : 窪 秀利 )

講演する矢花さん

講演する Freer さん
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Exotic clustering in light nuclear systems
Naoyuki Itagaki

Naoyuki Itagaki talked during his presentation about the structure of light nuclei and clustering. As he pointed out, 

the nuclear structure changes with the excitation energy from independent particle motion of protons and neutrons 

at the ground state to clusters weakly interacting formed of α particles, like, for example, the synthesis of 12C from 

three α particles. He also showed how important can be the addition of 

neutrons, which go inside the α clusters, to stabilized the geometrical 

shape of the clusters and how this addition of neutrons can lead to the 

formation of clusters in nuclei where there were not before this addition, as, 

for example, 8Be. There is not bound state of 2 α particles for 8Be, but it is 

possible to form one by adding neutrons. During his talk, Naoyuki Itagaki 

also discussed the relation between the cluster shell competition in the 

ground state and the appearance of clusters in the excited states.

Double spin asymmetry of single electron production on proton-proton collisions
Katsuro Nakamura

Katsuro Nakamura discussed how the spin asymmetry of the single 

electron production can be used to measure the gluon polarization 

in a proton and how important is to reduce the background for the 

single electron measurements. He showed a new analysis method for 

the single electron with HBD, confirming its validity and reliability. As 

Katsuro Nakamura pointed out, this new method increases the “single 

occupancy” by a factor of ~1.5 compared with previous measurements and he also talked about some future 

plans to constraint the quantity Δ g/g .        

                                                                                                                                            （文責 : Alberto Martinez Torres）

　柳瀬陽一 ( 新潟大 )  

　　"Rotating FFLO superfluid in cold atom gas"

　宗宮健太郎 ( 東工大 )  

　　"Quantum non-demolition techniques in a gravitational-wave detector and macroscopic quantum 

　　measurement using a high-sensitivity optical interferometer"

　北野正雄 ( 京都大 )  

　　"Weak measurement and quantum interference"

　谷 峻太郎 ( 京都大 )  

　　"Quest for Extreme Terahertz Nonlinear Optics: on Dirac Fermions in Graphene"

Session II  ［  2/13  13:30 - 15:20 ］量子光学実験 ( 座長 : 巽 敏隆 )

講演する板垣さん

講演する中村さん



�    NGP NEWS LETTER No.13   2012.7

　本セッションでは、量子光学実験として４件の講演が行われた。

講演ごとに異なる物理系が研究対象であったが、実験の規模によらず量子力学から示唆される物理が関心を集め

ていることが印象的であった。

　柳瀬陽一氏は FFLO 状態をトラップされた冷却原子系で実現する方法

を提案している。超伝導・流動に BCS 状態は全運動量がゼロのクーパー

ペアが 凝縮した状態である。一方、FFLO超流動状態は有限の運動量を持っ

たペアが凝縮した状態に対応する。FFLO 状態は反転対称性または、並進

対称 性を破る状態であるが、トラップ中ではすでに並進対称性が破れて

いるが、回転対称性の破れた状態として FFLO 状態が実現するという。

　宗宮健太郎氏は、重力波を観測する仕組みと高感度な計測を実現する

ための量子計測の役割を述べた。アインシュタインの一般相対性理論に

より予言される重力波を検出するために、大規模なレーザー干渉計が建

設されている。光の揺らぎと干渉計のミラーの運動を量子計測して、補

正することで、標準 量子限界を超えた感度を実現できるという。近年、

質量を持った系の量子的な重ね合わせや、振動を観測できるようになっ

ているという。

　北野正雄氏は量子消去・弱測定といった量子系の干渉実験を紹介し、幾何学位相が実験に現れることを示した。

幾何学位相の概念は量子力学の基礎的な 議論のなかに頻繁に登場する。また、密度演算子と類似した弱測定の

演算子の形式的な性質などを解説した。

　谷峻太郎氏は、非線形な応答は

様々な階層の物理現象を実験的に

実現しているととらえ、テラヘル

ツを用いることで相対論的な領域

の非線形性を観測する実験結果を

報告した。 

                                 （文責 : 並木 亮）

　須藤  靖 ( 東京大 )  

　　"Hierarchy in the cosmic structures"

　大橋隆哉 ( 首都大 )  

　　"X-ray study of large to small scale structures in the Universe"

　大向一行 ( 京都大 )  

　　"Formation of stars and planets"

　磯山総一郎 ( 京都大 )  

　　 "Influence of the beyond test particle limit on the gravitational wave from an EMRI binary"

　　本セッションでは宇宙物理学の観測・理論に関する講演が４件行われた。

　まず、須藤氏から宇宙の階層構造について講演が行われた。宇宙の遠方から近傍まで、スケールの大きなもの

講演する柳瀬さん

講演する北野さん 講演する谷さん

講演する宗宮さん

Session III  ［  2/13 16:20 - 18:10  ］宇宙理論、実験 ( 座長 : 石井陽子 )



�NGP NEWS LETTER No.13   2012.7  

から小さなものまで、宇宙マイクロ波背景放射、宇宙大

規模構造、銀河団、銀河、惑星系の順に最新の研究結果

などが紹介された。 

　続いて大橋氏からは宇宙の様々なスケールの天体を X

線で観測・研究した結果に関して講演が行われた。物

質で隠されたブラッ

ク ホ ー ル、 銀 河 面 で

の 超 新 星 爆 発、 相 互

作用する銀河団のダークマターなど、X 線で観測すると、あらゆるスケール

で宇宙のダイナミックな姿が見えてくることが紹介された。次期 X 線衛星の

ASTRO-H やダークバリオン探査衛星の DIOS などについても触れられた。

　更に、大向氏から星と惑星の形成に関する講演が行われた。星形成の場で

ある分子雲、分子雲や原始星の形成に関わる重力不安定性に関する基礎、太

陽系形成のモデルである京都モデルなどについて話された。

　最後に、磯山氏から EMRI（Extreme Mass 

Ratio Inspiral：大質量ブラックホールと星の

様な質量比が極端に大きい binary system）

からの重力波検出ついて講演が行われた。

EMRI から出る重力波を検出することで、ブラックホールの様な強い重力場でも

一般相対性理論が実際に成り立つのかどうかを調べる研究が紹介された。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文責 : 太田一陽）

　Christian Maes (K.U.Leuven)  

　　"Entropy and frenesy"

　小林  亮 ( 広島大 )  

　　"Locomotion of Animals, Robots and Mathematics"

　佐野雅己 ( 東京大 )  

　　"Fluctuation and Information in Small Nonequilibrium Systems"

　荒木武昭 ( 京都大 )  

　　"Connectivity of topological defects in nematic liquid crystals 　　

　　confined in complex geometries"

　河野俊輔 ( 京都大 )  

　　"Molecular dynamics study of the lifetime of nanobubbles 

　　on the substrate"

　本セッションでは非線形理論とその実験に関する 5 つの講演が行われた。

Chirstian Maes 氏は、統計力学で重要なエントロピーとその生成につい

て議論し、非平衡統計力学においては Frenesy という概念も重要である

  Session IV  ［  2/14  9:20 - 11:50 ］非線形理論、実験 ( ソフトマター ) ( 座長 : 加藤太一 )

講演する須藤さん

講演する大橋さん

講演する大向さん

講演する Maes さん

講演する磯山さん
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ことを説いた。小林亮氏は、真性粘菌を用いた効率的ネットワークの形成の

実験と、そのモデルから導入された自律分散制御に基づくロボット技術につ

いて紹介した。佐野雅己氏は、Maxwell のデーモンと揺らぎ定理に関して説

明し、Szilard エンジンを実現した最近の実験結果について報告した。荒木武

昭氏は、ネマティック液晶において許されるトポロジカル欠陥について解説

し、多孔質中でのネマティック液晶のトポロジカル欠陥の連結性に関する研

究を報告した。河野俊輔氏は、分子動力学を用いたシミュレーションを行い、

ナノバブルにおける長寿命の理由の解明を試みた。                  ( 文責 : 内野 瞬 )

　川合  光 ( 京都大 )   

　　"GCOE での活動のまとめ "

　池田貴城 ( 文部科学省大学振興課 )

　　"COE プログラムの総括と今後の大学院教育について "

　淡路敏之 ( 京大教育担当理事 )

　　"「京大物理 GCOE シンポジウム」-- 京都大学における人材養成の取組 --"

　寶  馨 ( 博士課程教育リーディングプログラムコーディネーター／京都大学防災研究所 )

　　" グローバル COE プログラムと博士課程教育リーディングプログラム "

　討論 

　今回のシンポジウムでは、来年度で終了する本 GCOE プログラム後に関

する企画セッションが行われました。

　セッションの始めに拠点リーダーである川合氏からこれまでの活動報告

がなされました。当初計画と実施状況などの報告と共に事業期間終了後も

TRA、BIEP を制度として定着させたいなどの展望も話されました。

　続いて文部科学省高等教育局大学振興課長の池田氏から「GCOE プログラ

ムの総括と今後の大学院教育について」という題で、国内の現状と今後の

施策方針についての講演がありました。世界最高水準の大学には高度な研

究と高度な大学院教育の両方が大切であり、COE、21 世紀 COE、GCOE プ

ログラムがこれを推進してきた事が紹介されました。今後このようなプロ

グラムを維持するには企業、一般の方に成果を発信する事が大事であると

講演する佐野さん 講演する荒木さん

企画 Session  ［  2/14  13:30 - 15:30 ］post GCOE ( 座長 : 長田哲也 )

講演する小林さん

講演する河野さん

講演する川合さん

講演する池田さん
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のご意見を頂きました。今後の大学院教育に関しては大学院生の博士取得

後の現状や今後の施策についての紹介がありました。予算についてはこれ

までの広く浅くという施策から選択、集中的という施策になるとの話があ

りました。講演後は予算や GCOE で形成した拠点の今後などについて聴取

者と意見交換が行われました。

　最後に学内の大学院教育に関して、教育担当理事である淡路氏と博士課

程教育リーディングプログラムコーディネーターである防災研究所の寶氏

からそれぞれ京都大学第二期重点事業実施計画 ( 第 3 版 ) とグローバル生

存学大学院連携プログラムについて紹介して頂きました。

　セッションの最後には参加者全員での討論が行われ、競争的資金による

学生支援と GCOE プログラムのようなシステムとの違いなどについて意見

交換が行われました。　                                                    ( 文責 : 松田洋平 ) 

　上門和彦（基礎物理学研究所）

　　"BIEP によるドイツでの研究について "

　成子  篤（基礎物理学研究所）

　　"BIEP 海外派遣体験談 "

　丸藤竜之介（物理第二教室　宇宙線研究室）

　　" 僕の二ヶ月 BIEP 滞在＠ MIT ~ 生活 & 実験 & etc ~"

　吉岡  潤（物理学第一教室 ソフトマター物理学研究室）

　　"BIEP 成果報告 - 穴あきラメラネマチック（PLN）相が

　　形成するバブルの表面張力 - "

　院生セッションでは、GCOE の特徴的な教育活動である Bilateral International Exchange Program (BIEP) の

体験談報告がありました。体験談に先立ち、院生が国際的な教育や研究を経験する事が BIEP の目的である事と

これまでの院生の海外派遣と海外院生の招聘の実績が紹介されました。体験談としては、ダルムシュタット工科

大学 ( ドイツ ) で研究された上門氏、ポーツマス大学 ( イギリス ) とルートヴィヒ • マクシミリアン大学ミュン

ヘン ASC ( ドイツ ) で研究された成子氏、MIT ( アメリカ ) で研究された丸藤氏、マクデブルク大学 ( ドイツ ) で

研究された吉岡氏の計 4 名の話を聞く事が出来ました。皆さんが滞在先を選んだ理由としては、共同研究を行っ

ている、研究内容が類似している、指導教官の推薦と述べられていました。研究に関しては皆さん有意義な結果

が得られたと話され、その成果は本シンポジウムのポスターセッションで報告されました。また今後投稿論文に

院生 Session  ［  2/14 15:50 - 17:20  ］BIEP 体験者に聞く！海外での研究活動・学生生活 

講演する成子さん 講演する丸藤さん

講演する淡路さん

講演する上門さん

講演する寶さん

講演する吉岡さん
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する予定の院生もおり非常に充実した研究活動が行われた模様です。一方、生活面の体験談になると皆失敗した

事や苦労した事 ( 入国、宿泊先など ) が幾つかあるようでユーモアを交えて話をされていました。このような失

敗談を披露して頂けた事は今後 BIEP を志望する院生にとって有意義であったと思われます。体験談のまとめで

は、皆さん海外の研究者との交流から研究スタイル、考え方や文化の違いに触れられる事が出来て有意義であっ

たと話され、BIEP の目的が十分達成出来ていると感じられました。また現在も滞在先の研究者と交流がある方

もおり、今後の研究活動の発展にも BIEP は有意義であると感じられました。　　　　　　　　( 文責 : 松田洋平 )

　坪田  誠 ( 大阪市立大 )  

　　"Quantum hydrodynamics and turbulence"

　山下  穣 ( 京都大 )  

　　"Algebraic Spin Liquid State in Two-dimensional

　　 Triangular Antiferromagnets"

　笠原  成 ( 京都大 )  

　　"Emergent Nematic Phase in Iron-based Superconductor"

　江口  学 ( 京都大 )  

　　"Superconductivity under the absence of the inversion symmetry"

　The annual symposium of the Kyoto University global COE Program, "The 

next-generation physics spun from universality and emergence", encourages 

the collaboration among different research areas with the spirit of universality 

and emergence. It is an excellent opportunity to learn each other for experts 

from different areas. Minoru Yamashita reported the algebraic spin liquid 

state in two-dimensional triangular antiferromagnets, in which several 

spin orders compete, leading to spin liquid. High transition temperature 

superconductor has been the focus of condensed matter physics for several 

decades. There are two talks about superconductor in session V. It reveals 

that there also different phases exist in HTC superconductor, especially in the 

region of pseudo-gap. To understand the emergent states, we can connect 

physics and geometry. Why we have different geometric shapes in real life? 

The answer may be: they exist naturally. If we understand the quantum state 

as emergent phenomena, then is it significant to compare the stability of 

different quantum state in view of energy minimal. In geometry, we classify 

object according topological invariant. So, can we do the same thing to the 

quantum states in condensed matter? We can study phase transition in view 

of soft mode transition, instead from energy minimum. Then, the problem is 

the oscillating modes of topological manifold are multiple. We have to pick 

up the softened mode under special condition. I think the same spirit also 

embodied in string theory, M-theory and matrix model.　　　　( 文責 : Zhi Li)

講演する坪田さん

Session V  ［  2/15 9:30 - 11:20 ］凝縮系理論、実験 ( 座長 : 高山史宏 )

講演する山下さん

講演する笠原さん

講演する江口さん
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　小玉英雄 (KEK)  

　　"Quest for the Ultimate Theory by Cosmophysics"

　石野雅也 ( 京都大 )  

　　"Recent physics results from LHC experiments"

　市川温子 ( 京都大 )  

　　"Quest for physics of neutrino mixing"

　川口維男 ( 京都大 )  

　　"Infinite dimensional symmetries in the AdS/CFT correspondence"

　本セッションでは、弦理論、ニュートリノ振動、ヒッグスの観測実験等の、素粒子理論・実験に関する最先端

の話題について講演が行われた。

　まず、最初に小玉氏から、超弦理論の宇宙論を用いた検証について講演が行われた。講演の前半では、超弦理

論や他の量子重力理論の現状について説明がなされた。後半では、超弦理論に特有の axion と呼ばれる粒子に関

連する現象を観測することにより、超弦理論の有効性を検証できる可能性が指摘された。小玉氏の紹介されたい

くつかの現象は、実際に観測される可能性があり、超弦理論を検証する上

で重要な役割を果たす事が期待される。

　続いて石野氏は LHC の現状や、昨年の稼働効率等を紹介された。特に、

Higgs 粒子の検出がなぜ困難であるのかや、現状でどのようなデータが得ら

れているかについて詳しく説明された。また、今後ルミノシティをどの程度

上げることができるのかといった、2012年以降の展望についても触れられた。

　次に市川氏より、ニュートリノ振動についての講演が行われた。市川氏

は、ニュートリノ振動の観測における困

難と、現状で混合角等の物理量について

得られている結果を紹介された。講演の

後半には、昨年３月に起きた東日本大震

災による実験施設への損害や、ハイパー

カミオカンデと呼ばれる今後の新たな実

験計画についても述べられた。

　最後に川口氏から、弦理論の可積分性

に関する講演が行われた。可積分性は、弦理論の構造や AdS/CFT 対応を理解する上で重要な役割を果たすと考

えられている。川口氏はこの可積分構造を保つような時空の変形を与え、それを用いたより一般的な状況下での

AdS/CFT 対応の検証について説明された。                                                                                    ( 文責 : 伊敷吾郎 )

　早川 尚男（京都大）

　　“ シンポジウム総括 ”

　川合  光（京都大）

　　“ ポスター賞授与 ”

Session VI   ［  2/15 14:00 - 15:50 ］  素粒子理論、実験 ( 座長 : 吉川豊 )

講演する小玉さん

講演する石野さん

講演する市川さん 講演する川口さん

まとめとポスター賞  ［  2/15  15:50 -   ］( 座長 : 田中貴浩 )
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　シンポジウムの最後に早川氏より総括があり、

続いて、参加者の投票に基づいて選ばれたポスター

賞受賞者の発表がありました。受賞者には、ポス

ター賞として益川敏英先生のサイン入り著書「学

問、楽しくなくちゃ」が、川合代表

より贈呈されました。受賞者の方々

と発表タイトルは以下の通りです。

                                ( 文責 : 太田一陽 )

秦 重史　 Optimal phase response curves for stochastic synchronization of limit-cycle oscillators

服部 泰佑 Spin-triplet superconductivity induced by ferromagnetic fluctuation in UCoGe

仏坂 健太 Gravitational Waves as a Probe for Supernuclear-Density Matter

家 哲也　 NMR evidence of direct coupling between magnetic and superconducting order

               parameters in iron pnictide BaFe2(As1-xPx)2

中村 輝石 NEWAGE - direction-sensitive dark matter search

佐野 友彦 Three Dimensional Simulation of Granular Jet Scattering

髙田 智史 Simulation of cohesive granular particles under a plane shear

高棹 真介 Acceleration Mechanism of Chromospheric Jet on the Sun

植松 祐輝 Effects of selective additive on volume phase transition in gels

横倉 祐貴 A Model of Black Hole Evaporation

ポスター賞表彰式の様子

賞品の本には著者でノーベル賞受賞者
である益川敏英さんのサイン入り

ポスターセッションの様子

ポスター賞受賞者　発表題目
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ニュートリノ振動現象

　ニュートリノは基本素粒子の１つであるレプトンに属する粒子です。他の物質とほとんど反応せず（弱

い相互作用しかしないため）に、すり抜けていってしまうため、「幽霊粒子」と呼ばれることもあります。

このニュートリノには電子型、ミュー型、タウ型の３世代（種類）あることが知られています。

　素粒子の標準理論では、ニュートリノは質量を持たない粒子として記述されています。しかし、近年

の大気ニュートリノ観測や、加速器ニュートリノ測定により、ニュートリノが微小な質量を持つ場合に

起こる「ニュートリノ振動」現象の存在が確認されています。

　ニュートリノ振動とは、ある種類のニュートリノが、その飛行中に他の種類のニュートリノに変身し

たり、また戻ったりする不思議な現象のことです。前述したように、この現象はニュートリノに質量が

ある場合にのみ起こります。

　ニュートリノ振動現象を記述するパラメータは 6 つあり、各世代間のニュートリノ質量の差を表す

２つの質量二乗差（∆m2
12 , ∆m2

23）、各世代の混ざり具合を表す３つの混合角（θ12,θ23,θ13）、そして粒子・

反粒子の対称性に関わる一つの CP 位相差（δ）があります。

　この現象は、1998 年に日本のスーパーカミオカンデ検出器で最初に発見されました。それ以降、世

界中の様々な実験によりニュートリノ振動の検証が行われ、∆m2
12 , ∆m2

23 , θ12 ,θ23 に関しては 10%より

も良い精度で分かってきました。しかし、θ13 については「小さな値 （0 かもしれない）」ということし

か分かっておらず、δの値に関しては見当もついていません。

　さらに、例えば「どうして質量があるのか？」「どうして質量差が僅かしかないのか？」「どうしてそ

のような混合になったのか？」などの基本的な質問には、残念ながら現在のところ答えることはできま

せん。そのような質問に答える一つの方法として、未測定のθ13、δの測定、およびその他のニュート

リノ振動パラメータをより精密に測定してみよう、というのが T2K 実験です。

Topics

T2K 実験が、「英国物理雑誌 ”Physics World” の選ぶ
2011 年物理学大発見トップ 10 ニュース」に採択

　昨年度の話になりますが、英国物理雑誌 ”Physics World” の選ぶ 2011 年の物理学における大発見
トップ 10（“Top 10 physics breakthroughs in 2011”）で、高エネルギー物理学研究室の参加する

「T2K 長基線ニュートリノ振動実験」が第７位に選ばれました。本稿では、受賞の対象となった研究成
果である「ミュー型ニュートリノから電子型ニュートリノへのニュートリノ振動の測定」についての解
説、および東日本大震災当日、T2K 実験施設のある茨城県東海村にて被災した本研究室の大学院生の
体験談を報告します。

京都大学大学院理学研究科
理学研究科物理学第二教室・高エネルギー物理学研究室 D2



12    NGP NEWS LETTER No.13   2012.7

T2K 長基線ニュートリノ振動実験の概要

　T2K 長基線ニュートリノ振動実験（以下 T2K 実験）は、加速器を使って人工的に生成したニュート

リノを用いて、ニュートリノ振動現象の精密測定を行う実験です。日本を含む世界 12 カ国の大学・研

究機関、総勢 500 名以上が参加する大規模な国際共同実験です。

　茨城県東海村にある大強度陽子加速器施設 J-PARC の加速器を使って大量のミュー型ニュートリノ

（１秒間に約 100 兆個！）を生成し、そのニュートリノを生成点から 280m 下流に設置された前置検

出器（以下 ND280）、および 295km 離れた岐阜県飛騨市にある後置検出器（５万トンの純水を使用し

たスーパーカミオカンデ検出器；以下 SK）で検出します。

　ミュー型ニュートリノが混合角θ13 によって電子型ニュートリノへと変身する「電子型ニュートリノ

出現モード」の世界初測定、およびミュー型ニュートリノが他の種類へと変身してしまう「ミュー型

ニュートリノ消失モード」の精密測定を目標にしています。さらに将来的には、反ニュートリノビーム

を用いた測定により、物質・反物質の違いの理解につながる CP 対称性の破れを測定することを目標に

しています。

　我々、京都大学高エネルギー物理学研究室からは、スタッフ・学生併せて 16 名が参加し、前置検出

器部分でのニュートリノ方向・強度・エネルギー精密測定のための検出器運用とデータ解析、SK での

系統誤差の削減、独立な実験による系統誤差の削減、別の振動モードを通してのパラメータの測定等、

T2K 実験には欠かすことのできない中心的な役割を果たしています。

T2K 実験の成果

　T2K 実験は 2009 年に稼働し始めました。そし

て昨年 6 月に、2011 年 3 月までに取得したデー

タの解析を行い、生成したミュー型ニュートリノ

が電子型ニュートリノに振動している兆候（電子

型に振動していない確率は 0.7%）を捉えました1。

この結果は、θ13 が 0 ではなく有限な値であること

を示唆しています（図 1）。

　それ以前の実験では、この電子型ニュートリノ出

現モードがあまりに見つからないので、 θ13 は 0 だ

とする理論が正しいと考える研究者もいました。そ

うした状況で公表された T2K 実験の結果は、驚き

と同時に、ニュートリノ物理学の研究がまた一つ大

きく前進したという喜び（ライバル実験の研究者に

は悔しい思いもあったかもしれません）とで迎えら

れ、人々に多大なインパクトを与えました。

図 1：電子ニュートリノ出現モードの振動パラメー
タ測定結果。実線がベストフィットの値。薄桃色、
赤色の領域は各々 68% C.L., 90% C.L. を示す。

1  2012 年 � 月 � 日のニュートリノ国際会議 (NEUTRINO2012) にて、「電

子型ニュートリノ振動モードを発見した （電子型ニュートリノへと変化

したミュー型ニュートリノは 10 個、 電子型に振動していない確率は

0.0�%）」 という最新結果を報告しました。
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　もし、この兆候が正しければ、将来的に反ニュートリノ（ニュートリノの反粒子）を生成して同じ測

定を行い、粒子と反粒子の振動確率が異なるかどうかを調べることで CP 位相δの測定が可能となりま

す。その測定は、「我々の宇宙が、反物質に比べて、物質が圧倒的に多いのはなぜか？」という、物理

学最大の謎を解く鍵になるかもしれません。このような理由から、今回の結果は、ニュートリノ振動を

完全に理解し、標準理論を超えた新しい理論の構築につながる重要な結果であり、まさに物理学におけ

る ”breakthrough” ということができます。

　また、この成果は東日本大震災後、わずか 3 ヶ月で公表されたことにも注目です。共同研究者が見せた ”

世界初 ” への強い意地と一丸となって努力した結果の賜物だと言えます。次の章では、震災当時の実験

施設の様子を振り返って報告します。

ある大学院生の東日本大震災体験記

　2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分に発生した東日本大震災によ

り、筆者を含む高エネルギー物理学研究室の大学院生 5 名が被

災しました。地震発生時刻には、それぞれ自分の実験現場で作

業をしており、筆者自身は実験ホール地下２階で作業していま

した。ホール全体がユッサユッサと揺れ、立っていられないほ

どでした。「地震発生！」という構内放送の指示に従い、私は

地上へと急ぎました。

　地上に上がると、当時シフト業務のために来日していた海外

のコラボレータたちも屋外に避難していました。実験準備棟建

屋の壁の一部が崩れ落ち、壁際に駐車してあった車に直撃して

いました（図 2）。建屋内部は、天井の水銀灯などは落ちてこなかったものの、机の上の PC やディス

プレイなどはほとんど倒れていました。

　その後、研究所職員の指示に従い、津波からも安全な場所（J-PARC は海岸近くにあるのです！）に

移動して点呼を取り、当面の予定について簡単に確認した後、

解散しました。私たちは、自転車を取りに最初にいた実験準備

棟まで戻り、その途中で、構内の被害の大きさを改めて目の当

たりにしました。構内の道路は至る所で亀裂が入っており、地

割れにより大きな段差が生じている箇所もありました（図 3）。

ある煙突は途中でポッキリと折れ、その先が地面に突き刺さっ

ていました。

　自転車を確保した後は、当時東海村に住んでいた先輩の奥さ

ん（先輩は神岡に出張中でした）を探すことにしたのですが、

その途中で他のメンバーとはぐれてしまいました。そのため、私は先輩の奥さんと一緒に姉妹都市交

流館で、他のメンバーは J-PARC の宿泊所で１日目の夜を明かすことになりました。交流館にはざっと

50 人ほどが避難していて、水や非常食、毛布などが配給されました。発電機も設置されていたため、

携帯などを代わる代わる充電することもできました。しかし、最寄りの携帯電話基地局の電源が落ちて

しまったせいなのか、その夜には電話として全く使えなくなりました。

図 2：実験準備棟の壁が崩れ落ち、直撃され
た我々の共用車

図 3：地震で生じた約 70cm もの段差
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　２日目は、朝から自転車で私達の宿舎を確認しに行ったり、

他のメンバーを探して東海村を一周したりしました。私たちの

宿舎は築年数が古く、地震で倒壊しないか心配していたのだが

大丈夫でした。部屋の中は棚から皿などが落ちて割れたりして

いたものの、元々散らかっていたので散らかり具合は普段と大

差ありませんでした。村の主要道路のほとんどが地割れしたり、

液状化したりして、多くの場所が通行止めになっていました。

（図 4）。コンビニ以外のお店はほとんど休業していました。し

かも、どのコンビニも長蛇の列で、買えるものもお菓子くらい

しか残っていませんでした。このとき、J-PARC の宿泊所をた

またま覗いたことで、他のメンバーと合流することができました。なるべく皆一緒にいたほうが良いだ

ろうということで、私達が宿泊所に移動することにしました。宿泊所では布団や毛布を貸してくれたの

で、夜の寝場所や寒さには困りませんでした。

　3 日目になり、東海村のライフラインの復旧が見込めないと判断した私達は東海村脱出することにし

ました。ラジオでつくばエクスプレスが運行していることが確認できたので、つくばに向かうことにし

ました。また、高速道路は通行止めの情報が多かったので、国道沿いに進むことにしました。同じ日に、

海外のコラボレータたちも研究所職員の車でつくばへ移動した後、自国に帰国しました。

　つくばへは、研究室の OB である先輩の車で移動しました。通常なら２時間かからない道のりが６時

間以上かかりました。渋滞の多くは、ガソリンスタンドでの給油待ちの列でした。また橋の繋ぎ目の部

分には大きな段差が生じていることが多く、交通規制が行われていました。道沿いには、大破している

倉庫のようなものも見えました。無事つくばに着いた私たちは、つくばエクスプレスと新幹線を乗り継

ぎ、それぞれ実家に一度寄るなりして、帰学しました。

あとがき

　東日本大震災後、T2K 実験をはじめとする J-PARC を利用した実験は中断されていましたが、皆の復

旧作業における不断の努力のおかげで 2011 年 12 月末、遂に実験を再開することができました。私た

ちの研究室のメンバーも、被災から１ヶ月ほどしてユーザーが J-PARC に入構できるようになってから

は、各自の検出器をはじめ関連する実験機器の確認を行うなど、精力的にこの復旧作業に貢献しました。

余震が続く中の作業でしたが、安全面に最大限配慮しながら無事に終えることができました。

　今年の３月、Daya Bay 実験（中国）や RENO 実験（韓国）などの原子炉ニュートリノ実験によって

有限なθ13 の追証が報告されましたが、T2K 実験もさらにデータを取りため新しい結果を出せるように

日々研究に励んでいます。

図 4：私たちの宿舎へと続く道も、このよう
にボコボコになっていた。
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　グローバルＣＯＥも残すところ後一年となりました。ＰＤ研究員成果発表会も今年は 4 回目となります。今年度
は、新しい趣向として年度末２月に開催されるグローバルシンポジウムに取り込んで行われることになりました。
これは、せっかくの成果をできるだけ多くの方に聞いていただくことと、活発な質疑応答を期してのことでした。
シンポジウム中の２つのセッションとして 2 月 13 日、15 日の 2 回に分けて行われました。グローバルシンポジ
ウム実行委員会のみなさんにはプログラムの構成に配慮いただきましたこと感謝します。
　今年度は 7 名のＰＤ研究員がこの中で英語での成果発表を行いました。プログラムの詳細は以下のとおりです。
グローバルCOEポスドクにふさわしい優れた研究成果が得られていることが確認できましたことを嬉しく思います。 

　　■  平成 24 年 2 月 13 日

　　並木 亮　　　  Einstein-Podolsky-Rosen-like correlation on a coherent-state basis 

                       　　　   and continuous-variable entanglement (20min) 

　　松田洋平　　   Proton elastic scattering and the radius of 9C (20min)

　　内野 瞬 　　　 Spin-depairing transition in attractive Fermi gases on a ring (20min) 

　■   平成 24 年 2 月 15 日

　　Zhi  Li 　　　   The helical spin order in SrFeO3 and BaFeO3 (20min) 

　　太田一陽　　   A Search for High Redshift Galaxies behind Gravitationally Lensing Clusters (20min) 

　　Alberto Martinez Torres　　   Hadron resonances in three-body systems made of Kaons (20min) 

　　伊敷吾郎　　   String theory and matrix model (20min)  

PD 研究員成果報告

ＰＤ委員会　委員長　 国広悌二

　重ね合わせや干渉などの量子力学の不思議な性質を利

用するとある種の計算や情報通信は極めて効率よく実行

できることがわかってきています。この ような量子情報

処理の実現につながる研究を進めています。

　量子情報処理の基礎素子として、量子メモリーや量子

ゲートの実験実証が様々な物理系で試みられています。

量子メモリーを実現するには、標準の基底となる直交ベ

クトルの情報だけではなく、直交ベクトル間のコヒーレ

Program

量子情報処理ゲートとコヒーレンスの検証

並木  亮
物理学第一教室　量子光学研究室

受入教員：高橋義朗 教授
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ンスも含めて量子状態を保存・再生する機能があること

を実証する必要があります。メモリーの媒体となる物理

系がユニタリーの時間発展を実現していれば、すべての

コヒーレンスが保たれますが、実際には余分な環境との

相互作用でコヒー レンスは失われてしまいます。

　私は量子相関（エンタングルメント）の指標であるシュ

ミット数の概念を用いてコヒーレンスを定量的に評価す

ることを提案しています。具体的な例として少数の状態

の入出力関係からコヒーレンスの下限を評価する方法を

示しました。一般にはｄ準位の量子系（ｄは２以上の整

数）に対する物理過程を決定するにはｄの４乗個程度の

入出力関係を知る必要がありますが、私の提案ではｄの

２乗個程度の入出力関係からコヒーレンスの下限を与え

ることができます。さらに、この方法を適用することで

幾つかの既存の量子ゲートの実験がすでに真の多次元の

コヒーレンスを実証できていることを示しました。

　シュミット数は何個の自由度がエンタングルメントに

寄与しているかを示す量となっていて、何次元のコヒー

レンスがあるかに相当します。演算子和で表現される物

理系の時間発展演算子 ( スーパーオペレーター ) ではク

ラウス演算子の最大ランク（行列の階数）の最小値に対

応します。測定してコヒーレンスを壊してしまうような

作用はすべてのクラウス演算子が最低のランク１ですし、

コヒーレンスを完全に保つｄ次元のユニタリーの時間発

展はクラウス演算子が単一でランクがｄとなります。こ

のようにシュミット数を用いて量子ゲートのコヒーレン

スを数学的に明確に示すことができますし、次元性に対

応して段階的に評価できる指標となっているので、実験

研究の定量的な目標を与える有用な概念だといえます。

　ところで量子情報処理の原理検証実験には光の量子状態

を利用しているものが多くあります。量子光学の技法の応

用で非常に綺麗な実験結果が示されていますし、通信に関

して光は速く遠くへ信号を送るのに適しています。一方で、

光子間の相互作用は弱く、また、光速で移動して往く光を

つかまえて情報処理演算を実行するのは容易ではありませ

ん。そこで光の量子状態を物質系に転写して、光では困難

な演算やメモリーなどの機能は物質系で補って量子情報処

理を実行ようという試みが重要になっています。

　私は冷却原子気体とレーザー光のスピン量子非破壊測

定（QND）相互作用を用いて光と物質系で量子状態を自

由に変換し制御するシステムの構築を目指しています。冷

却原子気体とは真空内に光や磁場等を用いたポテンシャ

ルで気体原子を閉じ込めサブミリケルビン以下に冷却し

た気体原子集団のことで、原子の内部自由度や原子間の

相互作用を高精度で制御することが可能な物理系となっ

ています。冷却原子系ではボース・アインシュタイン凝縮

を始め、多彩 な物理現象が観測されています。その制御

性の高さは量子情報処理の研究でも注目すべきものです。

　現在はスピン QND 相互作用を用いて、原子の集団ス

ピンの量子雑音レベルでの制御に取り組んでいます。ま

た、スピン QND 相互作用を多数回繰り返すことでスピ

ン集団と光の量子状態の入れ替えを実行する理論提案も

行っています。この提案の実験実証を含めて冷却原子系

の特徴を活かした量子情報処理の研究をさらに進めてい

きたいと考えています。

陽子弾性散乱による炭素同位体の半径の測定

 松田洋平
物理学第二教室　原子核ハドロン物理研究室

受入教員：川畑貴裕 准教授

参考文献 : 
R. Namiki and Y. Tokunaga,Phys. Rev. A 85, 010305(R)(2012); R. Namiki, 
S.-I.-R. Tanaka, T.Takano, and Y. Takahashi, Appl. Phys. B 105, 197 (2011).

　原子核の大きさは原子核を表す基礎物理量の一つ であり、実験的に求めておく事は重要です。自然界
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に安定に存在する安定原子核の場合、その半径は核

子数の 1/3 乗に比例し、原子核を構成する陽子と中

性子の密度分布はほぼ同じである事が知られていま

す。一方、自然界に安定に存在しない不安定原子核

の場合、半径が核子数の 1/3 乗に比例せず表面の輪

郭がぼやけておぼろ月のように見えるものや中心部

分の密度が小さくなり内部が空乏化するものなど多

彩な形態を示します。さらには構成陽子と中性子の

半径に大きな差 ( スキン ) が現れる事も知られていま

す。この多様な形態を示す不安定核の大きさを実験

的に求める事は核構造の理解を深めると共に元素合

成といった宇宙の歴史を理解する上でも重要となっ

ています。例えば中性子星を表す非対称核物質の状

態方程式の決定には前述のスキンの厚さが重要で

あったりするのです。

　安定核においては、これまで様々な手法で原子核

の大きさが測定されて来ました。その中で我々の研

究グループは 300MeV での偏極陽子弾性散乱測定

から原子核中の中性子密度分布の抽出に成功してき

ました。しかし不安定核の陽子弾性散乱測定となる

と実験的困難からほとんど行われて来ず実験的デー

タが乏しい状態でした。そのような事から京都大学

等 の 研 究 者 で Elastic scattering of Protons with RI 

beams (ESPRI) 計画が立ち上げられ実験的困難を克

服する為の装置開発が行われました。私はその中で

不安定核の測定に必要不可欠な固体水素標的の開発

などを担当しました。装置開発は順調に成功しその

後炭素、酸素とニッケル同位体の陽子弾性散乱測定

が行われました。

　炭素は陽子数 6 に対して中性子数が 3 から 16 ま

での同位体を持ち、中性子数の増減によって中性子

の密度分布が劇的に変化すると考えられています。

そのような事から私は上述の変化を捉えようと一連

の実験の中で炭素同位体の測定を担当しました。得

られた測定データから今年度は最も陽子過剰な 9C の

物質半径の大きさを求めました。測定データである
9C 陽子弾性散乱微分断面積の角度分布は 12C の角度

分布と比べ、その回折パターンはなだらかなもので

した。これは密度分布の裾が 12C よりも広がってい

る事が理由として考えられます。実際、解析で得ら

れた 9C 物質半径の大きさは 12C のものよりも大きな

値でした。さらに 9C の陽子と中性子の平均二乗半径

には非常に大きな差がある ( 陽子スキンを持つ ) 事

が分かりました。今後は他の同位体の解析も行い中

性子数の増減によって半径がどのように変化するか

示していく予定です。

強相関冷却原子気体の研究

内野  瞬
物理学第一教室 凝縮系理論研究室

受入教員：川上則雄教授

　私は冷却原子気体を理論的な立場から研究していま

す。冷却原子気体は、非常に操作性の高い量子系とし

て知られていて、原子間相互作用の強さや符号を変化

させたり、原子集団を格子空間上や低次元空間上に閉

じ込めたりすることが実験的に可能です。また、低温

かつ希薄な気体であることから平均衝突時間が比較的

長いため、系の実時間ダイナミクスを観測できるのも

強みです。つまり、通常の平均場近似では記述できな

い強相関物理とそのダイナミクスが、冷却原子気体を

用いて詳細に調べることができるのです。強相関物理

は高温超伝導を初めとした物性物理の分野のみなら

ず、原子核物理や素粒子物理でも重要なキーワードと

なっていて、冷却原子気体を用いた強相関物理の理解

に現在、広く興味が持たれています。
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　Recently, the cubic perovskite BaFeO3 [1] is syn-

thesized with space group Pm-3m, and it presents 

A-type helical spin order, while isostructural 

CaFeO3 and SrFeO3 present G-type helical spin. 

Additionally, experiment shows the magnetic mo-

ment of Fe in SrFeO3 and BaFeO3 is saturated un-

der magnetic field of 42 T and 1 T respectively. It 

is significant to study the lattice effect. The helical 

spin order in SrFeO3 and BaFeO3 is studied by the 

Zhi Li
Yukawa Institute for Theoretical Physics
Host researcher: Prof. Takami Tohyama 

Helical Spin Order in Iron Perovskite SrFeO3 and BaFeO3

　さらに最近では、仮想ゲージ場が実験で実現さ

れており、冷却原子気体における新たな自由度と

し て 注 目 さ れ て い ま す。 こ れ に よ り、 荷 電 粒 子 系

に お け る 外 場 と し て の ゲ ー ジ 場 の 効 果 や ス ピ ン・

軌道相互作用の効果が再現されるばかりか、通常

の物性物理では議論できない非常に大きな磁束を

持った系や非可換ゲージ場などをシミュレートす

ることも可能となっています。このような実験的

な状況を踏まえ、私と受入教員の川上教授は、1 次

元リング上に閉じ込められた相関の強い 2 成分引

力フェルミ原子気体における仮想ゲージ場の効果

について考察しました。

　この系は、ゲージ場がなければ絶対零度で超流動

状態になり、チャージ励起・スピン励起という 2 種

類の独立な励起が存在することが知られています。

まず、この系に電磁場のようなチャージ・セクター

に作用するゲージ場を印可させることを考えると、

チャージ励起にはギャップがないため、チャージ・

カレントが流れ出すことがわかります。特に静的な

ゲージ場の場合、これはメゾスコピック系の物理で

議論されている永久電流と呼ばれているものに他な

りません。つまり、仮想ゲージ場を用いることで、

冷却原子気体という非常にクリーンな系で永久電流

の検証が行えることがわかります。では一方、スピ

ン・軌道相互作用のようなスピン・セクターに作用

するゲージ場を印可させるとどうなるでしょうか？

答えはゲージの時間依存性で異なります。時間依存

性のない静的なゲージ場の場合、系はゲージ場がな

いときと同じ状態に留まります。これはスピン励起

にギャップがあり、系はいわばゲージ場の効果を受

けつけない ” 固い ” 状態にあるためです。他方、適

当な時間依存性を持った仮想ゲージ場を考えると状

況は変わります。我々は適当な時間依存性を持った

ゲージ場を考えることで、基底状態で存在するスピ

ン対が徐々に解離し、スピン・カレントが流れ出す

ことを理論的に予言しました。それは、時間依存の

ゲージ場によりスピンがアップの粒子とダウンの粒

子とで逆向きの電場を生じて、それが起動力となり、

量子トンネル効果を通してスピン対を解離させてし

まうためです。この新しいスピン対破壊現象は、仮

想ゲージ場を用いた冷却原子気体実験で実現される

と期待しています。

first principles calculation based on density func-

tional theory (DFT). The calculation by LSDA+U 

with U=3.0 eV and J=0.6 eV nicely reproduce the 

helical spin order in SrFeO3 in Fig. 1. The energy 

barrier between global minimum and ferromag-

netic states is about 3 meV. The same computa-

tional parameters U and J are used in BaFeO3, and 

the result in Fig. 1 shows the energy of A- and 

G-type helical spin order almost is degenerate 
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in region of short propagating vector. The helical 

spin order in SrFeO3 and BaFeO3 is interpreted as 

the competition of double exchange and superex-

change with lattice-dependent parameters. The 

results are summarized into paper [2]. 

[1] 

N. Hayashi, et al., Angew. Chem. Int. Ed. 50, 12547 

(2011)

[2] 

Zhi Li et al., to appear on Phys. Rev. B, http://arxiv.

org/abs/1203.5470v1 Fig.1　Energy relative to ferromagnetic
 state by LSDA+U

　私の研究は、宇宙の遥か遠くにある銀河という星

の大集団から成る天体を観測することで、昔の宇宙

の状態や銀河の形成過程を調べ、それらが現在の宇

宙や銀河へとどの様に進化してきたのかを解明する

ことです。

　遠くの銀河が発した光は、気の遠くなるほど長い

年月をかけて地球に届きます。つまり、遠くの銀河

の光を観測することは、その銀河の昔の姿を見るこ

とと同じです。銀河からの光には、その銀河が存在

した時代の宇宙空間の情報も含まれているので、よ

り遠くの銀河を発見して観測していけば、どんどん

時間を遡って遥か昔の宇宙の状態までも調べられま

す。つまり、時間と共に宇宙や銀河がどの様に進化

してきたかが分かります。世界中の研究者がより遠

くの銀河を観測しようと凌ぎを削り、現在までに最

も遠く昔のもので 129.1 億年前の銀河まで発見され

ています。宇宙は膨張している為、より遠く昔の宇

宙に在る銀河ほど、その光の波長が大きく引き伸ば

されます。その度合いを赤方偏移 z と言い、この銀

河の赤方偏移は z=7.2 に相当します。

　そこで私は、今年度は、この銀河よりも更に遠い

z=7.3(129.3 億年前 ) の銀河を探索し、その時代の

銀河と宇宙について調べることに挑みました。遠方

宇宙に存在する原始的な銀河の中には、水素のライ

マンα輝線を放射するものがあり、ライマンα輝線

銀河 (Lyman Alpha Emitter = LAE) と呼ばれていま

す。遠方の LAE は、ライマンα輝線 ( 静止系で波長

1216Å ) が赤方偏移して、より長い波長 (1+z)1216Å

の光で観測されます。

　 そ こ で z=7.3 ラ イ マ ン α 輝 線 の 波 長 帯 の 光 だ け

を 透 す 波 長 幅 の 狭 い フ ィ ル タ ー ( 幅 は 200 Å 程 )

を、国立天文台がハワイ島マウナケア山頂 ( 標高約

重力レンズ銀河団を用いた遠方銀河の探査

太田一陽
宇宙物理学教室

受入教員：太田 耕司 教授 
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　One of the challenges of lattice QCD calculations 

is to determine the spectra of mesons and baryons. 

However, in the case of resonances the main difficul-

ty is that they do not correspond to isolated energy 

levels in the spectrum of the QCD Hamiltonian on 

the lattice. Thus, an additional effort has to be done.  

In the case of one or two channels, the problem is 

formally solved under the framework of Luescher, 

which relates the measured discrete value of the en-

ergy in a finite volume to the scattering phase shift 

at the same energy, for the same system in the infi-

nite volume.  

　In our case, we consider the unitary chiral theory, 

which has been very successful in describing the 

properties of many hadron resonances, to describe 

the interaction between two hadrons in a finite vol-

ume. In this way we can calculate the energy levels 

of the system in a box and use them to generate 

synthetic lattice data.  In this way we can face the 

inverse problem of extracting from these data the 

phase shifts and pole positions of the resonances 

formed in the system but in an infinite volume.

　In particular, we have studied the KD- ηDs system, 

in which the Ds*0(2317) state is formed, and the anti 

K-N and πΣ systems, in which the Λ (1405) is gener-

ated, extracting relevant information which can be 

very useful for future lattice calculations related to 

these systems.

Unitary chiral dynamics of two hadrons in a finite volume

Alberto Martinez Torres
Yukawa Institute for Theoretical Physics

Host Scientist: Daisuke Jido

4000m) で運用している口径 8m のすばる望遠鏡の

主焦点カメラに取り付けて、夜空を撮像観測した画

像を解析しました。

　遠方銀河からの光は非常に暗く弱いため、優れた

集光力を持つ口径が 8-10m 級の巨大望遠鏡で、殆ど

明るい邪魔な天体が存在しない暗い夜空の天域を長

時間撮像するのが、遠方銀河を捉えるための一般的

な観測法です。しかし、z=7.3 の銀河ともなるとか

なり暗いので、本研究では重力レンズ銀河団という

天体がある天域を観測しています。銀河団とは、多

数の銀河が一箇所に集まり、それをとりまく暗黒物

質が存在する領域で、その重力は非常に強いものに

なります。その様な領域では、周りの空間が歪み、

巨大なレンズの様になります。背後の天体からの光

が通ると、レンズ効果で増光され、観測者には実際

より数等級以上も明るく見えます。この効果を利用

すれば、z=7.3 LAE の様な非常に遠く暗い銀河であっ

ても撮像観測で検出できる可能性があります。

　撮像画像の解析結果、残念ながら z=7.3 の LAE は

検出できませんでした。しかし、今回、詳細な解析

手法を確立できたので、今後は観測を他の重力レン

ズ銀河団が存在する天域まで広めることで、z=7.3 

LAE を発見し、129.3 億年前の宇宙と銀河について

新たな知見が得られるように研究を拡張していきた

いと思います。
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　アインシュタインによって提唱された重力理論（一

般 相 対 性 理 論 ） は、 そ の 他 の 相 互 作 用 を 記 述 す る 

QED や Yang-Mills 理論と並び、これまでに最も成功

を収めた理論の一つであると言えます。この理論は、

惑星の運動や銀河の進化等の、重力の量子効果が無視

できるような巨視的な物理現象を観測と矛盾なく記述

することができます。この理論を量子化し、宇宙初期

のような重力の量子効果が重要となる領域にも適用で

きるようにすることは、素粒子物理学における大きな

課題の一つです。

　弦理論はそのような量子化の方法として現在盛んに

研究されています。場の量子論の枠内では一般相対性

理論を量子化すると、繰り込み不可能な理論となり、

困難を生じることが知られています。しかし弦理論で

はこのような問題がなく、重力場を量子論的に扱うこ

とができます。また、弦理論においては重力場のみな

らず、他の相互作用を媒介するゲージ粒子や物質場も

弦の振動モードとして統一的に記述することができま

す。このため弦理論は統一理論の最も有力な候補であ

ると期待されています。

　弦理論は２次元の共形場理論として摂動論的な定

義が与えられていますが、その非摂動的定式化はま

だ完成していません。例えば、宇宙の始まりにおい

て時空がどのように生成されるのかや、我々の住ん

でいる４次元時空がどのように現れるのかといった

ような基本的な問題に答えるためには、弦理論にお

いて重力を非摂動的に扱えるような枠組みが必要と

なります。このような非摂動的定式化の方法は、現

在までにいくつか提唱されており、そのうちの一つ

に行列模型があります。

　行列模型とは行列を自由度とする経路積分で定義

される理論です。その定義はとてもシンプルですが、

行列のサイズを大きくする連続極限において非常に

複雑な構造を持ち得ることが知られています。例え

ば非臨界弦理論と呼ばれる弦理論は、ある行列模型

の連続極限として記述されることが分かっています

し、超弦理論に対しても同様の記述が可能であると

予想されています。行列模型は非摂動的に定義され

た理論ですので、もし行列模型を用いて弦理論を記

述することができれば、それにより弦理論に非摂動

的定義を与えることが出来ます。この方法は弦理論

の非摂動的定式化の最も有力な候補であると考えら

れていますが、弦理論と行列模型の間の関係はまだ

完全に明らかになっていません。この関係を明らか

にすることが、私の研究の目標です。

　私はこれまで、弦理論の持つ多様な構造を行列模

型が内包しうるかどうかに注目し、行列模型を用い

た弦理論の記述について研究を行ってきました。特

に本年度は、弦理論における時空や頂点演算子が行

列模型の枠内で、どの様に記述できるのかを調べま

した。私は、弦の世界面が境界を持つ場合に行列模

型と非臨界弦理論の間の関係を調べ、弦理論におけ

る Cardy 状態や境界演算子が、行列の有理関数で与

えられる演算子を用いて記述できることを示しまし

た。これにより、弦理論に含まれる FZZT ブレーン

と呼ばれる物体の行列模型における記述が明らかに

なりました。また、私は 3 次元球面上の超対称性を

持った場の理論が、行列模型のある連続極限として

記述できることを、摂動計算や局所化と呼ばれる方

法に基づいて証明しました。行列模型は一見して時

空を持たない理論ですが、この結果は行列模型が確

かに時空構造を記述できることの一つの証拠を与え

ています。

伊敷吾郎
物理学第二教室　素粒子論研究室

受入教員：川合 光 教授

行列模型を用いた弦理論の記述について
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(1)  核子多体系の物理 
　   ーー   原子核の構造と反応の研究

　原子核はフェルミオンである核子（陽子と中性子）

の集合体で、これらは様々な現象を引き起こします。

こうした諸現象を系統的に研究することは、有限量

子多体系の不思議を解明するためだけでなく、宇宙

基礎物理学研究所 原子核理論グループ

研究室紹介

スタッフ　　
教授・大西明　准教授・板垣直之　助教・慈道大介
元スタッフ ( 現理学部第二物理 )
教授・国広悌二　准教授・延輿佳子 　大西　明

　基礎物理学研究所・原子核理論グループでは、原子核・ハドロンの構造や動力学、高温高密度でのハドロン・
クォーク物質の諸性質など、「強い相互作用」に基づく物理現象の理論的研究を幅広く行っています。図 1 に示
すように、原子の中心に非常に小さく、かつほとんどの原子質量を担う原子核があります。我々の研究対象は、
原子核を陽子・中性子といった核子からなる多体系とみなし量子多体問題を解き明かす核子多体系の物理、さら
にその核子自身をクォークやグルーオンなど QCD に基づいて理解するハドロンの物理に大別されます。これら
に対し様々な手法を用いて活発な研究活動を行っています。ここでは、我々の研究グループの研究テーマの中か
らいくつか選んで簡単な紹介をいたします。

の元素合成など現実の物質存在の理解のためにも重

要です。本研究室では、有限量子多体系を微視的に

数値計算する手法を用いて不安定原子核を含む原子

核の系統的な理論研究を行っています。最近は、特

に軽い原子核領域に注目して研究を進め、実験で観

測されている面白い現象を解明すると同時に、新し

い奇妙な現象の予言を行っています。

図 1　原子・原子核・核子の階層
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そこではα粒子がガスのように比較的自由に運動す

ることが研究されてきました。しかしながら、中性

子過剰核のような不安定核では、中性子が糊の効果

を果たし、α粒子同士を結びつけた「幾何学的クラ

スター構造」が新たに現れます。このような中性子

過剰核はどのような特徴的励起モードを持つのか、

あるいはクラスター構造とシェル構造はどう競合す

るのか、原子核構造の統一的な記述を様々な手法に

より模索しています。

 
■   超重核・核分裂反応機構の解明 

　近年、超重元素と呼ばれる非常に重い原子核を人工

的に作る試みが行われています。超重元素を合成する

確率は非常に低いため、最適入射エネルギーや最適反

応系をあらかじめ理論的に予測することが重要です。

しかし 2 つの原子核が接触してから複合核へ向かう

合成過程は未だ良く解っておらず、原子核の大振幅集

団運動を記述する模型の発展が必要となります。そこ

で超重元素の研究だけでなく、実験データが豊富に存

在する中重核反応や核分裂反応の研究も行い、反応機

構の解明に向けた研究を行っています。図 3 は、例

として 258Fm の質量対称と非対称分裂へ向かう核分裂

経路での原子核の形状とポテンシャルエネルギーに対

する理論計算結果を示しています。

■不安定原子核 

　最近、不安定原子核と分類される新しい原子核が

数多く発見され注目されています。不安定原子核と

は、地球上に存在する安定な原子核と比べて陽子と

中性子の数がアンバランスでβ崩壊に対して不安定

な原子核です。これらの原子核は、強い相互作用の

面から見ても「弱結合系」という大きな特徴を持っ

ています。近年の実験技術の進歩によって、観測さ

れている不安定原子核の種類は飛躍的に増加してい

ます。これらの原子核は宇宙で元素が合成される過

程で決定的に重要な役割を果たしたと考えられてお

り、その解明が原子核物理学の大きな使命です。同

時に、個々の不安定核の構造や反応についても、従

来の常識を破るような奇妙な現象が次々に見つかっ

ており、大きな注目を集めています。

 
■原子核構造の統一的な記述 

　図 2 に示すように、原子核構造は励起エネルギー

の関数として様々に変化します。基底状態付近では

陽子と中性子が独立な一粒子運動をすることが知ら

れています ( シェル構造 )。しかしながら、低い励起

状態として、α粒子が部分系を作ったようなクラス

ター構造が現れます。従来の安定な原子核において

は、クラスター構造は原子核が複数のα粒子へと分

解するエネルギー付近に現れる事が知られており、

図3　258Fmの質量対称と非対称分裂へ向かう核分裂経路
での原子核の形状とポテンシャルエネルギー

図 2　励起エネルギーの関数としての原子核の構造
(「相」) の変化
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(2)  ハドロンの構造と動力学 
       ーー   量子色力学による多彩な現象

　原子核を構成する陽子や中性子、あるいは、核力

を媒介するπ中間子など、「強い相互作用」をする

粒子は「ハドロン」と呼ばれています。量子色力学

（QCD）が「強い相互作用」の基本理論として確立

して以来、ハドロンの構造や動力学を、下部構造で

あるクォークとグルーオンのレベルの力学の反映と

して理解することは、ハドロン物理の基本的課題の

一つとなっています。クォークやグルーオンは直接

観測されないので、ハドロンの構造や動力学を通し

て、「クォークの閉じ込め」や「カイラル対称性の

自発的破れ」といった量子色力学特有の現象の解明

に迫ることができます。QCD においては、ハドロン

はカイラル対称性が自発的に破れた非自明な真空上

の励起モードとして現れ、その構造はクォークの閉

じ込め機構によって支配されています。また、クォー

クの質量差に起因するフレーバー対称性の破れは、

ハドロンやその励起状態の動力学の多様性の源に

なっています。また、原子核中でのハドロンの性質

を系統的に調べることにより、核媒質中の QCD 真

空構造の変化を知ることができ、カイラル対称性の

自発的破れが実際に起きていることを示す現象論的

証拠が得られます。

図4　K 中間子と核子を含むハドロン少数多体系

■   エキゾチックハドロン 

    — ハドロンの多様な存在形態

　 陽 子 や 中 性 子 な ど の バ リ オ ン は 最 小 で 3 つ の

クォーク、中間子の場合はクォークと反クォークの

対で構成されます。本来、強い相互作用の基礎理論

である QCD は、多クォーク状態を禁止するわけでは

ありませんが、長年の間、それらの多クォーク状態

を発見することができず、ハドロン物理の謎となっ

ていました。しかしながら、近年、それらより多い

数 (4 個、5 個 ) のクォーク・反クォークで構成され

た新しいタイプのハドロン ( エキゾチックハドロン )

が発見されたとの報告が相次ぎ、理論的にも実験的

にもその性質の解明が急がれています。エキゾチッ

クハドロン中には通常ハドロンにはないカラー配位

が存在するので、閉じ込め機構を理解する上で新し

いサンプルを提供し、クォーク多体系の理解への重

要な基礎を与えています。我々は、エキゾチックハ

ドロンを QCD 和則やクォーク多体系の有効模型など

を用いて、理論的に存在の可能性を検討し、新しい

エキゾチックハドロンの予言を行っています。その

他にも、ハドロンが構成要素となって束縛状態や励

起状態をなすハドロン分子状態や複数クォーク相関

が重要となるハドロンなど多様な存在形態が提案さ

れています。本研究室では、Λ (1405) 励起状態がハ

ドロン多体系で構成されることを示す実験的方法を
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提示し、ハドロン多体系で構成されるハドロンの候

補を理論的に予想しています ( 図 4)。また、カイラ

ル対称性の観点から、バリオンやその励起状態を分

類し、カイラル対称性のバリオンスペクトルへの影

響も議論されています。

　また、格子 QCD シミュレーションによるハドロ

ンのエキゾチックな構造の研究も進めています。そ

の一つは近年テトラクォーク状態の可能性が議論さ

れているシグマ中間子であり、もう一つはバリオン

のパリティ２重項模型の性質を調べる試金石となる

N*(1535) です。特に N*(1535) については軸性荷

がほとんどゼロであることが判明し、パリティ２重

項模型の特徴を一部持つことが示されました。負パ

リティバリオンの模型構成に大きなインパクトを与

えています。

■   ストレンジネスを含む原子核 

　クォーク３つからなるバリオンには、核子の他に

Λ、Σ、Ξ等のストレンジ・クォークを含むハイペ

ロンがあります。これらの粒子は我々の周りには存

在しませんが、中性子星内部などの高密度状態では

豊富に存在していると考えられています。現在稼働

中の加速器 J-PARC では、ハイペロンを含む原子核

( ハイパー核 ) を大量に生成し、その性質を精密に調

べる実験が計画されており、高密度物質の状態方程

式、バリオン間相互作用の解明、新しい構造の発見

等が期待されています。本研究室では、平均場模型・

クラスター模型・直接反応理論等に基づいて、ハイ

パー核の性質とハイペロン・核子間の相互作用につ

いて研究を進めるとともに、これらの実験データに

基づいてハイペロンを含む高密度物質の状態方程式

を構築し、中性子星や超新星爆発の研究に適用する

研究を進めています。

 
■   原子核中でのハドロンの性質 

　ハドロンは、原子核中にある時など外部環境が変

化すると、真空中に孤立している時と異なる性質を

示します。そのような性質の変化は、π中間子原子

やＫ中間子原子（電子の代わりに中間子を原子軌道

に束縛させたもの）などの深い束縛状態や、η、ω、

σ中間子などを原子核中に生成させる反応のスペク

トルなどによって知ることができます。また、ベク

ター中間子やシグマ中間子のチャンネルでのスペク

トル関数の軟化（ソフト化）や、核子のカイラルパー

トナー（負のパリティの核子）の核媒質中での性質

の変化も盛んに議論されています。最近の成果とし

ては、カイラル量子異常と密接に関連したη ’ 中間子

の質量がカイラル対称性の自発的破れとも密接に関

係していることを指摘し、η’ 中間子が原子核中で比

較的短寿命の束縛状態を作ることを予想しました。

■    「真空」の変化とカイラル対称性の部分的回復 

　原子核中でのハドロンの性質に対する現象論的な

考察を系統的に積み重ねることにより、その背後に

ある「強い相互作用」の普遍的な性質、つまり「QCD 

真空」の変化を調べることができます。原子核内で

の「QCD 真空」の変化は、カイラル対称性の部分的

回復に起因します。動的に破れたカイラル対称性は、

高温、高密度の環境下では回復すると考えられおり、

核密度程度でも対称性が部分的に回復し、その効果

によってハドロンの性質が有意に変化すると予想さ

れています。我々は、そのような核媒質中での「QCD 

真空」の変化の検証方法を探求し、原子核を舞台に

したクォークの自由度の直接的な現象の解明を目指

しています。

(3)  高温高密度クォーク・ハドロン物質の研究

　QCD が我々に教えることは、ハドロンの構造や

動力学にとどまりません。理論研究により、高温や

高密度、あるいは外場に特徴づけられる様々な環境

下では、QCD の真空が相転移を起こし、多様な相

構造を示すことが指摘されています。高温、高密度

でのハドロンやクォークの振る舞いは、QCD 真空

の変化と切り離して考えることはできません。本研

究室では、そのような QCD の相構造や、「新しい
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真空」上での素励起であるハドロン（物質）の性質、

非閉じ込め相でのクォーク物質の物性、QCD に基

づく理論的な研究、流体力学の基礎的研究、重イオ

ン衝突の現象論的研究を組み合わせて明らかにする

ことを目的にしています。また、そのことを通して、

QCD 相転移やその前駆現象の実験的検証方法を提

示することも目指しています。高温・高密度物質の

深い理解は、宇宙初期の物理や超新星爆発の物質的

起源、中性子星・クォーク星の内部構造、あるいは

ガンマ線バーストの起源についての貴重な示唆を与

えます。

■   高温・高密度 QCD 物質と

    クォーク・グルーオンプラズマ

　高温や高密度になると、QCD の真空は相転移を起

し、カイラル対称性が回復し、また、ハドロン自体

が「溶けて」、クォークやグルーオンのスープ、い

わゆるクォーク・グルーオンプラズマ（QGP）にな

ると考えられています。

　このような相転移温度近辺での物質の性質はどの

ような手法で理解できるでしょうか？第一原理計算

手法である格子 QCD のモンテカルロ・シミュレー

ションによれば、バリオン密度がゼロの場合には

QCD 相転移がクロスオーバー（滑らかな転移）であ

ることが示されていますが、詳細な物性や動的性質

を解明するにはまだ時間がかかりそうです。一方、

超高温では摂動論的 QCD が有効ですが、相転移温

度近辺では結合定数はまだ十分に小さくないため、

非摂動的手法、高次の摂動項の評価、あるいは QCD

の対称性を尊重した有効模型（QCD 有効模型）によ

る分析が必要となります。我々は、相転移近傍での

ハドロンの集団励起モードや系を構成するクォーク

の準粒子描像とその変更の可能性についての研究を

進めています。最近得られた成果として、既存の摂

動計算を超えてフェルミオンの低励起集団励起モー

ドが存在することを示しました。

　一方、高密度領域では図 5 に示すように、ハドロ

ン物質からクォーク物質への一次相転移、および一

次相転移が終わる点（QCD 臨界点）の存在が期待さ

図 5．QCD 相図
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れており、豊富な物理現象を含んでいます。また、

中性子星内部やブラックホール形成過程ではバリオ

ン密度の高い物質が実現され、クォーク物質への相

転移や QCD 臨界点、クォーク対が凝縮したカラー

超伝導物質が観測量に影響を与える可能性もありま

す。ところが、こうした有限バリオン密度物質では

符号問題のため第一原理計算（格子 QCD のモンテカ

ルロ計算）は困難です。我々は、南部 -Jona-Lasinio 

模型に代表される QCD 有効模型、および格子 QCD

の近似計算手法の一つである強結合格子 QCD を用い

て高温・高密度物質における相転移現象について研

究を進めています。QCD 有効模型による研究では、

様々な相互作用の違いやカイラル凝縮とクォーク対

凝縮の競合・相関による相転移境界・臨界点の変化、

符号問題のない虚数化学ポテンシャルの下での格子

QCD モンテカルロ計算結果との比較、場の量子揺ら

ぎを取り入れる汎関数繰り込み群の手法との組み合

わせ、コンパクト天体現象における QCD 臨界点探索

の可能性等、様々な側面からの検討を行っています。

また、強結合格子 QCD に基づく最近の成果の一つと

して、カイラル対称性と閉じ込めの秩序変数をとも

に取り入れた強結合格子 QCD によって、ゼロバリオ

ン密度での転移温度が半解析的に理解できることを

示しました。

■   重イオン衝突のダイナミクス

　QCD から示される物質の性質を実験で検証するに

は高エネルギー重イオン衝突のダイナミクスを解く必

要があります。現在のところ、まだ第一原理から直接

重イオン衝突を解くことはできないため、流体模型、

ボルツマン方程式、ハドロン化の模型などを組み合わ

せて重イオン衝突で得られる実験データと比較する現

象論的な研究も必要です。

　近年の大きな話題に、クォーク・グルーオン・プ

ラズマの粘性があります。実験結果は、RHIC で作

られた高温物質は、粘性がほとんどない「さらさら」

の流体で、強く相関している系であることを示して

います。ストリング理論が示す最小粘性に近い値が

示唆されたこともあり、多くの研究者の注目を浴び

ています。ところが、議論すべき粘性を正しく取り

入れる相対論的流体力学の枠組みはきちんと整備さ

れていませんでした。我々は輸送理論（ボルツマン

方程式）から出発し、また繰り込み群方程式の手法

を駆使して相対論的粘性流体方程式の基礎的研究を

進めています。

　また高エネルギー重イオン衝突において、「なぜ流

体模型がうまくいくのか」はきちんと理解されてい

ません。例えば、摂動論的 QCD で評価した熱平衡

化の時間は、現象論的に必要とされる時間の２～３

倍程度大きいことが知られています。高エネルギー

重イオン衝突の初期条件は、グルーオン密度が非常

に高く、飽和した状態（カラーグラス凝縮）と考え

られており、粒子描像よりもむしろコヒーレントな

グルーオンの場の時間発展を追う古典ヤンミルズ場

理論による記述が有効と考えられています。我々は、

非線形性から現れるカオス的振る舞いやカラーグラ

ス凝縮から現れる場の不安定性などに着目し、古典

ヤンミルズ場理論における速い熱平衡化の理解に取

り組んでいます。

　相転移温度近辺でのハドロンの性質は、クォーク・

グルーオン・プラズマ生成のシグナルとしても重要

です。特に J/ ψ粒子などのチャーモニウムの消失

は、観測データも豊富であり、かつ解釈が定まって

いない現象です。我々の研究室では QCD 和則に基

づいて、真空中でのエキゾチック・ハドロンの性質

や有限温度でのハドロンの性質変化について研究し

てきました。最近の成果としては、QCD 和則と最

大エントロピー法を組み合わせた手法により、臨界

温度付近でのチャーモニウムピークの消失がグルー

オン凝縮の温度変化と強く相関していることを示し

た研究があります。QCD から直接出発して有限温

度でのスペクトル関数を求めたことに大きな意義が

あります。
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　言うまでもなく、2011 年 3 月 11 日は今後日本の歴史に忘れられない 1 日になるでしょう。本 GCOE を構成

する物理第二教室の実験系の研究室は全て、茨城県の大きな実験施設を利用しています。東海村の J-PARC、筑波

の KEK、そして私の関係する JAXA の筑波宇宙センタ－。本号に J-PARC に滞在していた物２メンバーの地震体

験記が載っています。それを読んで、あらためて地震とその被害の凄まじさを身近に実感しました。誰も大きな怪

我などにあわなかったとのことで、本当に不幸中の幸いでした。また，必死の復旧作業で、12 月には実験の再開

にこぎ着けたとのこと。本当に良かったと思います。

　私の関係する筑波宇宙センターもいくつかの設備で被害を受けました。現在製作中の ASTRO-H 衛星の試験に

支障が出る事を心配したのですが、種子島の設備を急遽移設してもらえたなどして、大きなスケジュールインパク

トを受ける事無く済みました。本当にありがとうございます。

　今回のような国家的な被害が出た場合に、大きな予算を必要とする研究はどうあるべきか。なかなか難しい問題

だと思います。もちろん、国家の危機ですから、研究の延期などあっても仕方ないと感じます。一方で、研究とは

高等教育ですから、百年の計でもあるのです。科学技術立国日本として簡単にやめてしまうことは出来ません。そ

のバランスをとるのが政治の仕事でしょう。しかし、我々研究者も受け身ではなく、その時一体何ができるのか？

国や国民にとって研究はどうあるべきなのか？それをあらためて考える必要があると感じました。

　GCOE も１年を切りました。相変わらず日本は厳しい財政状況です。地震を乗り切ってもまだまだ考える事

は多そうです。  （鶴 剛）
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