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市民講座報告
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」

第5回 市民講座

「宇宙と物質の謎に迫る」
坊野慎治
物理学第 1 教室
ソフトマター物理学研究室 M2

1.

普遍性と創発性から紡ぐ次世代物理学

属天文台、太陽宇
宙物理学 ) から挨

2012 年 10 月 14 日、京都大学百周年時計台記念

拶があり、第 5 回

館にて京大グローバル COE 主催による第 5 回市民講

市民講座「宇宙と

座「宇宙と物質の謎に迫る」が行われました。この

物質の謎に迫る」

講演は物理学における最先端の成果を広く一般市民の

が始まりました。

方々に知って頂くことを目的としており、前身の 21

司会の柴田一成教授

世紀 COE プログラム「物理学の多様性と普遍性の探
究拠点」の主催のものを合わせると、今年で 10 回目
を数えるに

2. グローバル COE リーダーあいさつ

至りまし

受付の様子

た。当日は

グローバル COE

多くの市民

は、京都大学理学

の方にご来

研 究 科 の 物 理 学・

場いただき

宇宙物理学専攻が

ました。司

一体となって運営

会の柴田一

し て い る も の で、

成教授 ( 附

京都大学の分野を
結集した組織です。 グローバル COE リーダー 川合教授
グローバル COE の
研究対象は、極小の世界を探る素粒子・原子核物理、
生命やマクロな物質を扱う物性物理、星や宇宙などを
扱う宇宙物理の 3 つの階層から成り立っています。
はじめに、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』についての説
明がありました。『普遍性』が意味する立場は、自然
界における多様な系に対して広く成り立つ法則を探そ
うとする立場です。つまり、物性、素粒子・原子核、

会場の様子
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宇宙と扱う時間・空間スケールの大きく異なる物理学

の間で、普遍的に成り立つ基本法則を追及するという

れました。物理学のみならず、医学や音楽などの様々

ものです。一方で『創発性』とは基本法則は簡単なも

な分野で活躍していたヤングは力学で使われていた

のであっても、系を構成する要素が多数集まることに

『エネルギー』という言葉を、“ 熱 ” を扱う分野に拡張

よって、基本法則からは演繹的には予想できないよう

しました。またランフォードは大砲の砲身が熱くなる

な性質が発現することを指しています。川合教授は超

ことから、仕事から熱が取り出せることに気づきまし

伝導を例にこの『創発性』について説明されていまし

た。それをマイヤーとジュールが、繰り返し実験して、

た。超伝導を示す系において、個々の電子の相互作用

熱はエネルギーの 1 つの形態であることを確認しま

を記述するための基本法則は簡単なものです。しかし、

した。こういった経緯で熱力学第一法則が生まれ、内

要素の数が増えると基本法則からは予想もできない、

部エネルギーと熱、取り出すことのできる仕事の関係

超伝導という新しい現象が発現します。

が明らかになりました。しかし同時に、熱力学第一法

ある現象の『創発性』が、まったく異なった系にお

則はエネルギーが保存することを保障していて、“ 無

いても発現する可能性が予想されます。それを検証し

から有を生み出す ” エネルギー源が存在しないことが

ながら、創発性はスケールを超えた普遍的性質の確立

明らかになってしまいました。

という形で『普遍性』に還元されます。このように、

また熱力学第一法則（エネルギー保存則）を満たし

物理学において『普遍性』と『創発性』の両方を追求

ていても他にも制約があります。その一つが熱力学第

することは非常に重要です。こういった流れを踏まえ、

二法則と呼ばれます。この法則は、他に何の変化も残

今回は早川尚男教授 ( 基礎物理学研究所、物性基礎論：

さずに、熱を取り出して全てを仕事に変換することは

統計動力学 )、永江知文教授 ( 物理学第二教室、原子核・

できないというものです。つまり熱効率には上限があ

ハドロン物理学 )、鶴剛教授 ( 物理学第二教室、宇宙線 )

ることが明らかになりました。カルノーサイクルと呼

の各分野を代表する 3 名の先生方の講演がありました。

ばれる熱サイクルがこの熱効率の上限を達成します。
しかし、カルノーサイクルを達成するには無限の時間
が必要なうえ、取り出すことのできるパワーがゼロな

3.「熱力学の世界
－

ため現実の熱機関に応用されませんでした。

熱機関から量子ポンプまで

－」

こういった

早川尚男教授

熱力学の発展
の歴史の中で、

講演する早川教授

講座が行われ

非常に重要な

た 10 月 14 日

概念である『エ

は鉄道記念日で

ン ト ロ ピ ー』

あり、今回早川

という概念が

教 授 は、19 世

生まれました。

紀に生まれ蒸気

早 川 教 授 は、

機関の基となっ

整理された机

た古典熱力学の

の上を放置す

話に始まり、現

ると、散らかっ

在・21世紀の熱

た “ 乱雑な ” 状態になることを例に、断熱過程ではエ

力学について話をされました。

エントロピーの増加

ントロピーは増加することを説明されました。エント

産業革命の礎となった蒸気機関は、“ 無から有を生

ロピーには様々な定義があります。例えば、状態数に

み出す ” ことを目的として、生まれたものです。その

よって表現される統計力学的エントロピーや、シャノ

ため当時、永久機関について非常に多くの研究がなさ

ンが定式化した確率と密着な関係を持つ情報論的エン
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トロピーなどがあります。これらは、平衡状態におい

なことがわかっているそうです。早川教授は最近の

ては、同一の概念を異なる表式で表したものです。エ

研究で、ナノメートルサイズのクラスター同士が衝

ントロピーの理解が進み、熱力学第二法則が生まれま

突する際に反発係数が 1 を超えるということを明ら

した。この熱力学第二法則によると、エントロピーが

かにしました。また『マクスウェルの悪魔』と呼ば

増加してしまうため、第二種永久機関は実現できない

れる、熱力学第二法則を破る系に関しての解説があ

ことが明らかになりました。ここで重要なのがエント

りました。個々の分子を選別できるようなマクスウェ

ロピーは確率と密着な関係がある量なので、“ ごく稀 ”

ルの悪魔が存在すれば、“ ぬるい水から熱い水と冷た

にこの熱力学第二法則が破れている可能性は残されて

い水を取り出すこと ” ができる、つまりエントロピー

いるということです。

が高い状態から低い状態を実現することが可能にな

カルノーサイクルは熱効率が最大になりますが、非

ります。これは熱力学第二法則が確率的な法則であ

現実的なプロセスでした。現在・21 世紀の熱力学では、

るということと密着に関係しています。早川教授は

パワーの上限に主眼が置かれました。最大のパワーを

また熱力学第二法則に対する情報量による補正項の

実現するのが Curzon-Ahlborn サイクルであると予想

存在を検証した、壁に固定したコロイド粒子に回転

されていて、このサイクルの効率が現実のプラントの

電場をかける実験を紹介しました。また、巨視的な

効率とよく一致しているそうです。

スケールであるマクロ系と、極小なスケールである

また熱力学第二法則の破れについても次々と新た

ミクロ系の中間程度のスケールであるメソ系と呼ば
れる系において、ゼロバイアスで電流が流れる量子
断熱ポンプについての解説もありました。この系で
は、実験的にも理論的にも流れる電子数を測定する
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ことができます。このような系において、周期的に
電位を変化させた際に電流は流れるのか？という疑
問があります。非平衡系におけるエントロピー生成
は操作する経路に強く依存してしまい、メソ系は非
平衡性を容易に作り出すことができます。この非平
衡性に由来する性質を利用して平均的にゼロバイア
スでも電流が流れるそうです。
早川教授は、最後に 21 世紀現代の熱力学には、ま

35/51

だまだたくさんの研究対象が残されていて、これら

マクスウェルの悪魔

を応用することができたら、19 世紀の熱力学が産業
36/51

革命の礎となったように、現代の社会に “ 革命 ” を
起こすことが出来るかもしれない学問であるとおっ

u
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T. Sagawa and M. Ueda,
PRL 100, 080403 (2008).

熱力学第二法則の情報量による補正
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4.「クォークの世界を探る」
永江知文教授


Ì0

しゃって、講座を締めくくっていました。

WŀƂƎƑĠÁ

物質の起源は何なのか？この疑問は人類がギリシ
ア時代から持ち続けてきた疑問です。ギリシア時代
に『原子』には 2 つの定義がありました。1 つは、
『原子』

は最小の単位

とが発見されました。さらに陽子や中性子は、最小

であるという

の単位ではなく、クォークと呼ばれる点状粒子から

定義です。も

なっていることが明らかになりました。クォークは

う 1 つは、
『原

大きさがなく、最小であるという点から『原子』で

子』はそれ以

あると考えられています。

物質の階層構

上分けること
ができないも
のであるとい
講演する永江教授

う 定 義 で す。

原子

一見この 2 つ

の定義は同じことを言っているように思えますが、現
代の物理学において、この 2 つの定義について非常
に興味深いことがわかっています。
『原子』という考

原子核

え方は、19 世紀に化学反応を説明するために再考さ
れました。ダルトンの原子論やアボガドロの分子論、
気体分子運動論などにより、“ 原子 ” という考え方が
確立されました。しかし、“ 原子 ” から放射線が出る
ことが発見され、“ 原子 ” は最小の単位であり、分割
不可能であるという意味では『原子』ではないこと
が明らかになってしまいました。陽子、電子などの

陽子

クォーク
（点状粒子）

存在が明らかになり、スイカのような構造であるト
ムソン模型や、惑星のような構造であるラザフォー
ド模型などが提唱されました。ラザフォードはα線

原子、原子核、クォークの概略図

を使った散乱実験を行い、後方散乱を確認し、小さ

極小であるクォークの発見に、大きな貢献をした

な原子核の周りを電子がまわっているモデルが正し

のが加速器だそうです。加速器によって加速された

いことが判明しました。偶然にも、このモデルは太

粒子を、散乱体に衝突させ、粒子がどのような角度、

陽系と非常によく似ています。さらに 1932 年にチャ

どのようなエネルギーを持って散乱されるかを調べ

ドウィックによって原子核には中性子が存在するこ

ます。すると、散乱体の形や散乱体中のエネルギー
の分布などの情報を得ることができます。また加速
器が粒子に与えるエネルギーが非常に重要です。そ
れは、粒子のエネルギーによって、ターゲットを見る
“ 分解能 ” が変わるためです。“ 分解能 ” つまり波長
は、プランク定数を粒子の持つ運動量で割った量で
す。より高いエネルギーを粒子に与えることで、よ
り細かい “ 分解能 ” を得ることができます。例えば、
100MeV の粒子の場合は原子核を、1000MeV の場
合はより小さい核子を、10000MeV の場合はさら
に小さいクォークを “ 見る ” ことができるそうです。
1eV は電子を 1V の電位差で加速した場合に得られ

ラザフォード模型とトムソン模型

るエネルギーで、M は 106 倍を意味します。より良
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界には、まだまだ理解されていない性質がた

J-PARC
ニュートリノ実験

くさんあるとおっしゃっていました。そし

線型加速器

て、素粒子の世界を研究することは素晴らし

3 GeV シンク

いということを伝えていました。

ロトロン

5.「灼熱宇宙の謎

物質生命科学実験

50 G
eV
シン
クロ
トロ
ン

CY2007 Beams
JFY2008 Beams
JFY2009 Beams

－

X 線天文衛星による宇宙観測

－」

鶴 剛 教授
ハドロン実験
Photo in July of 2009

茨城県東海村

加速器施設 J-PARC の鳥瞰図

可視光で手を見ると、私たちが見慣れてい
41

る手の表面が見えます。赤外線で手を見ると、
手の温度が見えます。X 線で手を見た場合は、
手の中身つまり骨が見えます。同じ手でも波

い “ 分解能 ” を実現するために、現在様々な加速器が

長で見える物が全く違います。また光の波長は光る物

作られています。

体の温度によって変わります。より高い温度の物体は、

クォークには、真空中に単体では存在できないと

より “ 青い ” つまり波長の短い光を放射します。例え

いう性質があります。この性質は、クォークの閉じ

ば X 線は超高温 (100 万から 10 億度 ) に対応してい

込めと呼ばれます。複数個のクォークからなる粒子

ます。つまり同じ物体でも、見る光の波長によって見

はハドロン粒子と呼ばれ、例えば陽子や中性子のよ

え方が違うのです。同じ事は天体にも言えます。Ｘ

うに 3 つのクォークから成るものをバリオン、π中

線で見る天体

間子ように 2 つのクォークから成るものをメソンと

は可視光とは

呼びます。ハドロン粒子は、それ以上分解できない

違った様子で

という意味ではクォークが単体では存在できないた

見えます。例

め『原子』ですが、最小単位であるという意味では

えば、太陽を

クォークから構成されているため『原子』ではあり

可視光で観測

ません。ギリシア時代には同じだと思われていた『原

すると一様な

子』の定義が、現代では同じではないことが明らか

光球で、非常

になっています。

に穏やかに見

講演する鶴教授

ところで陽子は 3 つのクォークによって作られて
いますが、クォークの重さを全て足しても陽子の質
量の 1%程度にしかならないという謎があります。こ
の質量の起源は、南部先生が提唱した、カイラル対
称性の破れによって説明されていますが、それを実
証した実験はまだないそうです。カイラル対称性の
破れは、高温、高密度状態において回復する可能性
があるそうです。そこで、実験的に高温、高密度状
態を実現し、質量の起源を実証する研究が行われて
いるそうです。
永江教授は、最後にクォークが集まってできる世
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可視光や赤外光、X 線で見た人間の手の見え方

では、中心で抑えきれない X 線ガスが、何万光年先
まで飛んでいる様子も観測されています。また天の川
銀河では 1000 万度の X 線ガスが充満していること
も明らかになりました。白鳥座 X-1 に代表されるブ
ラックホールが近くの天体のガスを吸い込むと、重力
エネルギーが解放されてガスが高エネルギー状態にな
り、X 線を放射します。X 線でこのようなブラックホー
ルを観測すると、非常に明るく見えます。これとは違
う種類の、もっと重いブラックホールも存在します。
銀河の中心に存在する超巨大ブラックホールです。そ
可視光と X 線で見た太陽の様子

の代表格である白鳥座 A をＸ線などで観測したとこ

えます。しかし X 線で観測すると、コロナを見るこ

が分かってきました。

ろ、ほぼ光速と同じ速度でガスが放出されていること

とができ、太陽が非常に激しく活動していることがわ

X 線天文衛星は、日本とアメリカ、そしてヨーロッ

かります。月の場合は、太陽から降り注いだ X 線を

パが中心に競い合って打ち上げてきました。しかし、

反射している様子が観測できます。木星の場合は、激

2000 年以降アメリカやヨーロッパは大型Ｘ線衛星を

しいオーロラが見られます。オリオン大星雲の場合は、

打ち上げていません。日本は 2005 年に「すざく」衛

X 線で観測すると誕生したばかりの星が見えますが、

星を打ち上げました。また、2015 年度には ASTRO-H

可視光では地球の近くにある “ 暗い ” 星に隠れてただ

衛星を打ち上げる予定です。つまりこれからのＸ線天

の “ 暗闇 ” に見えます。他にも、激しく活動する銀河

文学は日本を中心に研究が進んで行くのです。もちろ

超新星残骸のＸ線写真（チャンドラ衛星）とＸ線スペクトル（すざく衛星）
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ASTRO-H衛星搭載用
Ｘ線CCDカメラ・Ｘ線性能試験

CCDカメラ試作品

研究室の助教
メーカーの方
今週の理学部５号館340号室

ASTRO-H 衛星搭載用の

ASTRO-H, the SXI team, Kyoto Univ.

CCD カメラの性能試験の様子

ん国際的にも期待が大変高く、日本は重い責任を担っ

の体を構成していて、宇宙と人類は密接につながって

ています。

いるというメッセージで発表を締めくくっていました。

超新星残骸は人体を構成する元素に関係しています。
恒星の内部は軽い元素同士の核融合によってエネル
ギーが発生しています。このエネルギーによって星は

6. パネルディスカッション / 懇話会

内側の圧力を保っています。しかし核融合で最も安定
な元素である鉄ができてしまうと、もはやそれ以上の

3 つの講演が終わった後、司会の柴田教授と講演者

エネルギーを取り出すことができなくなります。する

の 4 名が、会場の一般市民からの質問に回答するとい

と星は内側の圧力を保つことができなくなり一瞬でつ

う形式で、パネルディスカッションが開かれました。

ぶれてしまい、中心で跳ね返って大爆発し、それまで

発表の内容でもっと詳しく知りたいことや、日頃自分

に作った元素を宇宙空間にばらまきます。これを超新

が興味を持っていることと今回の講座のテーマの関係

星爆発と呼び、その後に出来上がる高温のガスの塊を

性など、盛んに質問があり、活発な議論が展開されて

超新星残骸と呼びます。この超新星残骸を
「すざく衛星」

いました。また『研究者の日常はどのようなものか？』

などを使ってＸ線で観測する事で、恒星の内部や超新

や『自分以外の 2 人の講演者の研究と、自分の研究は

星爆発で作られた元素の種類や量がわかります。鶴教

どのように関係しているのか？』といった、書籍や論

授は、過去にこのように作られた元素が現在の私たち

文からは知りえない、市民講座だからこそ聞くことが
できる質問もあり、市民講座という場が有
効に使われていました。
パネルディスカッションの後に、場所を
移して懇話会が催されました。参加者の
方々がより近い距離で講師の先生方と物理
学について語り合い、最先端の物理学への
興味をより深めていました。

パネルディスカッションの様子
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科学英語教育
Glenn Paquette
理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻
【現所属】 University of Washington, Department of Physics
及び Paquette Research

1. はじめに
私は 2008 年 10 月〜 2011 年７月の間、本 GCOE の科学英語教育を担当しました。その間の主な活
動科目は下記の通りです。
1. 講義：物理学グローバル COE 特別講義「科学論文執筆のための英語」
2. 講義：物理学グローバル COE 特別講義：
「Scientific English」
3．質疑応答式のセミナー：
「パケット道場」
4. 質疑応答式のオンライン・フォラム：
「e- パケット道場」
以下にそれぞれの科目の内容や担当者としての評価を個別に述べ、最後に本 GCOE における科学英語教
育課程全体についての意見を提供します。
それぞれの科目を取り扱う前に、先ず京都大学、ひいては日本での科学英語教育の現状、またその改
善の必要性について所見を簡潔に述べます。
世界基準と比較して日本人科学者全体としては英語能力が低いと見なされます。その原因は様々であ
ろうが、私が１７年間に渡って科学英語の専門家として日本人学者によって書かれた約 2,000 本の理工
系論文を校閲してきた上で、さらに京都大学で直接に物理学の大学院生に科学英語を教え、またその教
員と同僚として接した経験から判断すると、日本人学者の英語力の低さの主な原因は下記の 3 つです。
1 つ目は、特に研究・教育経歴がある方によくある勘違いです。私の専門家としての意見では、日本人
物理学者の中に自分の英語力はもう十分で、勉強する必要がないと勘違いしている方が多いです。実際
のところ、全体として日本の物理学者は、教授レベルの方でも、英語力が不十分で、それによって研究
成果の評価は本来受けるべきものを相当に下回っているはずです。2 つ目の原因は科学論文において英
語の重要性の過小評価です。日本人物理学者の間では論文の英語の質がそれほど大切ではないという意
見が一般的なようです。もちろん論文の内容が正確に伝わればさほど問題はないだろうが、日本人学者
の論文で見られる英語に関する問題は内容に関わる場合が多く、その問題が原因で内容が正確に伝わら
ないことはしばしばあります。3 つ目の原因は興味の問題です。私の経験からすると、日本人の物理学
者における英語に対する関心の度合いが低過ぎると思われます。そのために、例え自分の英語力が不十
分と自覚して、研究成果を発表する上での正しい英語の重要性が分かっているとしても、英語自体の勉
強が「めんどうくさい」と思って、そのための時間を作ろうとしないケースが多いようです。
上述の３つの根強い問題を解決するまでは、日本における科学英語教育が大きな成果を上げる見込み
は薄いと思われます。
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さて、上記の背景を踏まえて、以下に私の本 GCOE での科学英語教育の活動を要約します。

2. 科学論文執筆のための英語
「科学論文執筆のための英語」という講義は、2008 年度後期、2009 年度前期、2010 年度前期、
2011 年度前期、全部で４回行いました。対象とした学生は修士課程の大学院生で、受講者の人数は大
体３５人〜４５人でした。講義の内容などを具体的に記述する前に、先ず私の科学英語における教育理
念、及びその理念に基づく教授法を述べておきます。
科学英語能力を伸ばすにあたって、日本人学生に必要とされるのは直感的な知識、理解力を養う学習
です。そのような知識、理解力がない限り、自分のアイディアは上手く表現できず、せっかく得た研究
成果は本来のインパクトを与えなくなってしまうので、そういったものに基づく能力を培う英語教育は
21 世紀の科学者を育てるために不可欠です。本 GCOE における科学英語教育プログラムはこの理念の
上で構築されたものであり、
その理念を実践するために生徒の積極的な参加を中心にした授業として「科
学論文執筆のための英語」が基盤となりました。
学術英語能力を高めるために最も効果的な学習法は、積極的に論文作成に打ち込みながら、ネイティ
ブスピーカーの論文を熟読するという二段のプロセスを繰り返すことです。これらは二段とも必要であ
り、そのいずれかが抜けていると能力は上がりません。大学院生は研究活動で英語論文を既に読んでい
るはずなので、本講義ではこの二段のプロセスの第一段に強調を置くことにしました。
日本人科学者の論文には、単なる文法上の誤りが比較的に少なく、それよりよく見られるのは単語の
選択、表現法、構成、論理などに関する、より内容に関わる深刻な誤りです。その上、見受けられる問
題の大多数は日本人の間にほぼ普遍的に存在する英語についての誤解に起因するものです。これらの理
由で、上述の二段のプロセスを実行させる上で教示として何よりも大切なのはそのような誤解を明らか
に指摘することです。その方法として、生徒が書いた論文を調べ、文章中の問題点を指摘し、その原因
となる英語についての誤解を解説して、それから問題を解決する方法を説明するという指導法が最も効
力のあるものだと考え、本講義ではその指導法を実施しました。
上述の教育理念をもって、本講義で、日本人によくある誤解を解くことを第一目的にして授業を進め
ました。生徒が宿題として作成した論文の暫定版をコースの第一週に提出してもらい、それらの改善が
授業の中心項目となりました。その改善にあたって講義では各生徒の論文を一つ一つ取り上げて、その
内容を細かく分析し、徹底的な「トラブルシューティング」の実習を行いました。生徒はその指導を元
にして論文を修正し続けて、その完成版を期末レポートとして提出しました。このような訓練が科学英
語を学ぶ上で最も効果的なものだと考えるゆえに、論文の分析を講義の核心にして、時間的にはその約
半分を占めました。残りの時間では、日本人学者に最もよく誤用される単語や表現についての「special
topics」を講じたり、冠詞、前置詞、動詞、代名詞といった日本人をよく悩ませる品詞をテーマにした
宿題とクイズを解説したりしました。
生徒は熱心に勉強し、宿題やクイズの成績がよかったです。さらに、講義の出席率が高く、講義中の
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質問やディスカッションも多かったです。また、授業の中心となった論文の暫定版と完成版との比較か
ら見ると、英語の実力が相当に上がったようです。

3. Scientific English
「Scientific English」は 2009 年度の後期、2010 年度の後期に二回行いました。この授業は博士後期課
程の学生を対象として、受講者の人数は３〜５人で、講義のテーマは口頭発表でした。講義の内容は、受
講者が自分の研究について発表し、私と TA の Andrew Hillier 氏が発表の改善する方法を提案したりした
という実践的な練習でした。受講者は少なかったですが、
よく頑張って、
講義の期間にかなり上達しました。

4. パケット道場
「パケット道場」とは、私が GCOE の関係者全員を対象にして主催した科学英語のセミナーでした。
物理学第 1 教室、第 2 教室、宇宙物理学教室、基礎物理学研究所の全員が自由に参加できるセミナーと
して開かれました。セミナーの内容として、私が参加者の科学英語についての質問に答えたり、その質
問と関連するトピックの解説を行ったりして、またその質問や解説を元にして参加者とディスカッショ
ンする予定でした。基本的に２時間のセミナーを月に２回というスケジュールで実施しました。しかし、
結局参加者の人数が僅かで私が計画していた多くの人が参加するディスカッションを含むセミナーが個
別的な論文校正サービスになってしまいました。また、教員の参加は最初から殆どありませんでした。
そのため、３ヶ月ほど続けてから止めることにしました。

5. e- パケット道場
e- パケット道場とは私が２０１１年の１月から担当しているウェブ上の科学英語 Q/A フォラムです。
このフォラムは、私がパケット道場でしようと計画したこと、要するに GCOE の関係者全員が参加でき
る科学英語のフォラムを提供すること、の２回目の試みです。やり方としては利用者が質問を e- パケッ
ト道場のウェブページ（http://coe3.scphys.kyoto-u.ac.jp/paquette/）に投稿して、私がそれぞれの質
問に対して回答するという典型的な質疑応答フォラムです。また、私の回答に参加者は自由にコメント
したり、再び質問したりすることもできます。最初は、大学院生から教員まで、幅の広い参加者で色々
なディスカッションができて、e- パケット道場が科学英語教育の強力なツールになると期待していたが、
その可能性はまだ実現していないのです。
今まで、e- パケット道場で唯一成功したことは「科学論文執筆のための英語」の教材としての利用で
す。
（この利用は本 GCOE の前野悦輝氏の提案で実践したものです。
）２０１１年度と２０１２年度には
この講義の受講者は宿題として e- パケット道場に最低５つの質問を投稿しなければなりませんでした。
学生が投稿した質問は全体的に内容がよくて、私はその質問で取り上げられた問題点をできるだけ分か
りやすく解説しようとしました。また、質問と回答が上記のウェブページに残っていて、閲覧者の人数
が今でも増えつつ有りますので、
「科学論文執筆のための英語」での利用においては e- パケット道場は
成功していると考えます。
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しかし、
「科学論文執筆のための英語」での利用を除いて、質問の投稿が少ないため、e- パケット道
場の在り方を見直しています。行い始めてからのほぼ２年間の間、
「科学論文執筆のための英語」の受
講者以外の利用者は５、６人程度で、質問を１回でも投稿した教員は合計で２人です。利用者が少ない
理由の一つはウェブサイト自体にあります。技術的な問題が多少あって、より使いやすいものが望まし
いです。しかし、利用者が少ないことの主な原因は他にあるようです。使いやすさも含めて、e- パケッ
ト道場の利点・不利点を明らかにするために、今年度の「科学論文執筆のための英語」の担当者である
Andrew Hillier 氏がその生徒を対象に e- パケット道場についてアンケートを実施しました。そのアン
ケートの中に以下の質問がありました。

How easy or difficult is it to use e- パケット道場？
a) very easy; b) easy; c) not too difficult; d) difficult; e) very difficult.
アンケートの回答者は１１人で、その回答のデータは以下の通りです。
a) very easy: ３人
b) easy: ４人
c) not too difficult: ４人
d) difficult: ０人
e) very difficult: ０人
この結果によると、利用者の少なさの主な原因がウェブサイトの使い難さだとは考えにくいです。

6. おわりに
本 GCOE における科学英語教育課程の成功と不成功を簡単にまとめますと、
「授業」というフォーラ
ムでは成功し、それ以外のフォーラムでは成功しませんでした。
パケット道場・e- パケット道場の参加者が少ないことは、日本人科学者での英語自体に対する興味、
またその勉強の重要性に対する関心のなさを反映し、上に挙げた科学英語教育における３つの根強い問
題に起因するのではないかと思います。しかし、それにも関わらずパケット道場・e- パケット道場の不
成功は私に責任があります。それらを通して、英語に興味を湧かせようとしましたが、何故かそのよう
なアプローチは効果的ではありません。この経験を踏まえて、日本人学者に科学英語の勉強に興味を持
たせる新しい教え方を考えており、その幾つかのアプローチは現在検討中です。

12
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国際会議報告

Hadron Collider Physics symposium
2012 会議報告
石野雅也
物理学第二教室
高エネルギー物理学研究室

2012 年 11 月 12 日から 16 日までの５日間、京 都 大 学 百 周 年 時 計 台 記 念 館 を 利 用 し て Hadron
Collider Physics symposium 2012（HCP2012）を開催した。素粒子実験、その中でも特に陽子・（反）
陽子衝突型の加速器をつかった最新の実験データをもちより、結果の発表・アイデアの交換、その意
味するところの理論的な考察・議論をおこなうことを主題とした国際会議である。今回の登録参加総
数は 23 カ国から 231 名で、８割が外国からの参加者であった。主要参加地域（欧米）からの移動距
離が長くなる日本での開催という不利な条件のわりには、「秋の京都は美しい」という宣伝効果が効い
たのか、あるいはこの４ヶ月前の Higgs“-like” 粒子の発見の余波か、例年よりも多くの参加者をあつ
めることができて、よかったなと思っている。
この会議のルーツは 1979 年にパリでおこなわれた、Topical Workshop on Forward Production of
High-mass Flavors at Collider Energies という国際会議にあり、以来、回数をかさねて今回の京都で
の開催が 23 回目となる長い歴史をもつ国際会議である。過去 20 年間の主役は Fermi 研究所（アメリカ・
シカゴ）で稼働していた Tevatron 加速器（1986 年に最初の陽子・反陽子衝突＠ 1.8TeV、2001 年以
降 1.96TeV）による実験データであり、2011 年のパリでの会議においてもその傾向は強かったが、今
年は完全に主役が交代して 2009 年から世界最高エネルギー（７TeV、2012 年は 8TeV）で陽子を衝突
させている CERN 研究所（ジュネーヴ）の LHC 加速器による新しい物理結果に重心が移り、人々の注
目も集まった。
会議のプログラムは、ハドロンコライダーでおこなわれている多彩な物理を反映して、soft-QCD の
物理、heavy-flavor の物理、top-quark の物理、Exotic な現象探索、Jet の物理、Electro-Weak Boson
生成の物理、Higgs の物理、超対称性粒子探索、とならべた。54 本のプレナリートーク、７６本のパ
ラレルトーク、33 本のポスターセッション、合計 163 のプレゼンテーションで構成した。2012 年の
素粒子物理業界は vintage year という言葉がまさにふさわしく、3 月に Daya-Bay 実験が neutrino の
θ13 の測定に成功したことにはじまり（しかもその値が大きいことから次世代実験 CP-violation 測定
への挑戦にはずみをつけた）、7 月 4 日に２つの LHC 実験、ATLAS・CMS 両グループによる Higgs“-like”
粒子の発見が続き、そして 11 月の HCP2012 では もうひとつの LHC 実験、LHCb グループがついに
Bs →μ+ μ- の崩壊比の測定に成功したことを発表した。
物質の最小構成単位とそのあいだにはたらく相互作用をあきらかにして、これらを統一的に理解す
ることを目的に発展してきた素粒子物理実験のアプローチは２つの方法に大別される。ひとつは前人
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会議参加者集合写真

未到の高エネルギーまで粒子を加速して衝突させて新粒子・あたらしい現象を直接的につくって観察
する方法、もう一つは既知の粒子・相互作用（素粒子の標準理論）によってごく稀にしかおこらない
現象を高統計で測定し、それが標準理論の予想計算値と合致しない場合は間接的に新しい物理の証拠
をつかんだとする方法、の２つである。先に述べた HCP2012 で LHCb グループにより発表された結果
は後者のアプローチをとった典型的な例である。後者は加速器のエネルギーが到達できないような高
いエネルギースケールにある現象であっても、量子力学の不確定性原理の許す範囲でその効果を観測
することができるため、前者の方法では探れないエネルギースケールを探索可能で有効な手段となる
ことがある。特に今回の Bs →μ+ μ- という崩壊モードは次の２つの観点でその結果のもつ意味が大きい。
ひとつは遠距離の効果が小さいおかげで標準理論で計算される崩壊比の不定性が (3.23 ± 0.15)x10-9
と５％よりも小さく実験結果との比較を厳密におこなえること、もうひとつは超対称性理論、現在の
素粒子の標準理論を「リーズナブルに」拡張して現在の理論がもつ多くの問題を解決できる超対称性
理論に登場する粒子、多くの人々があるかもしれない？、と期待している粒子がこの崩壊比を何倍に
も大きく変化させうる点である。この崩壊比を測定しようとする努力の歴史は古く、２５年前に発表
された最初の結果は崩壊比が 5.0x10-5 よりも小さい、つまり計算値よりも１万倍以上大きいことはな
い、というとてもゆるい制限を与えたのが出発点である。以来、許容上限値の値は徐々に小さくなっ
てきたが実験的なハードルが高くその発見までに長い時間がかかった。そしてついに、HCP2012 の
初日、その発見が LHCb グループによって宣言された。2011 年と 2012 年夏までに取得したデータ
を解析して、崩壊現象の存在を 3.3 σで観測、その崩壊比が 3.2x10-9 で、だいたい 30%程度のエラー
4
-9
がつけられている [ (3.2+1.-1.2
(statistic)+0.5
-0.3(systematic)) x 10 ]。現在のところ統計エラーの寄与が大きく

2012 年末までのデータを加えて統計を 50%以上増やした結果が 2013 年冬には出てくると思うが、今
のところ実験結果の中心値は標準模型の計算値のど真ん中で、多くの新物理モデルはこの結果により
排除された。もちろん超対称性模型のすべてが死んだわけではないのが、リーズナブルに許されるパ
ラメータースペースが今回の結果によってかなり限られたということは言えると思う。素粒子物理実
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験屋としては、実験的な困難の克服というテクニカルな点でも、結果のもつ物理的な意味の深さとい
う観点からも、2012 年の素粒子物理実験を代表する素晴らしい結果である。
さて 2012 年７月４日に発見を報告したヒッグス “-like” な新粒子であるが、こちらについても新し
い結果が HCP2012 で報告された。HCP2012 直前の状況をおさらいしておくと、ATLAS・CMS 実験と
も 2011 年に取得したすべてのデータ (~5fb-1) と 2012 年の６月までのデータ（~6fb-1）を使って新粒
子の存在を５σ以上の確度で確定した。その発見に主に寄与したのは、新粒子が２つのフォトンに崩
壊するモードと２つの Z ボソンに崩壊しそれらが４つのレプトン（電子またはミューオン）に崩壊す
るモードであった。標準理論で想定されているヒッグス粒子は弱い相互作用を媒介する W/Z ボソンに
結合すると共にフェルミオンにも結合し、結合の強さは崩壊先の粒子の質量に比例すると想定されて
いる。その基本的な性質、質量・スピン・パリティーを決めるとともにボソン・フェルミオンとの結
合の強さを測定して、この新粒子が標準模型で想定しているとおりのヒッグス粒子なのか、それとも
超対称性モデルで考えられる複数のヒッグス粒子群の中のひとつの粒子に相当するものなのか、ある
いは何かの複合粒子であるのか、それとも別の描像でとらえられるべき粒子なのか、その素性をあき
らかにして標準理論をこえる素粒子像のヒントをえることに研究の重心が移行してきた。これらをふ
まえて、今回 HCP2012 で発表されたヒッグス粒子についての結果の中から３つをピックアップする。
①ヒッグスが W ボソンに崩壊するモードについても ATLAS,CMS 両実験とも単独で３σ程度の信号を
得た ②ヒッグスボソンがフェルミオン ( τ+ τ - , bb) に崩壊するモードについてはマイルドなエクセス
がみられており標準模型のヒッグス粒子のふるまいとコンシステントであるが、ゼロ信号とも矛盾し
ない状況であり、2012 年に取得したすべてのデータを加えて統計を増やした解析結果が注目される
③ヒッグス粒子が２つの Z 粒子に崩壊し、更に４つのレプトンに崩壊するモードを利用して親粒子の
パリティーを解析すると、パリティーがプラスであることが favor される（標準模型のヒッグス粒子
のパリティーはプラス）。これらの新たな結果が発表された直後、11/14 水曜日の夜、これらの結果を
メディアの方々に説明するための記者懇談会をひらき、約 30 社のテレビ、新聞社、雑誌社の方々に
お越しいただいた。ニュース番組の一部にとりあげられたり、新聞記事として掲載されたことで、近
所の方々からヒッグス粒子のことについての質問を受ける機会などもあった。
今回、最新の実験結果や理論的解釈を発表する 15 名を、GCOE の国際研究集会補助プログラムから
サポートしていただきました。（６名のプレナリーセッションでの発表者、８名のパラレルセッション
での発表者、１名のパラレルセッションコンビーナー）。おかげでディスカッションも意義深いものに
なりました。この場を借りてお礼を申し上げます。
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遠山 貴己

荒木 武昭

2

3

申請者

高橋 義郎

村瀬 雅俊

早川 尚男

永江 知文

前野 悦輝

田中 貴浩

武藤 恭之

村瀬 孔大

1

2

3

4

5

6

7

8

No.

申請者

【2009 年度】

柴田 一成

1

No.

【2008 年度】

基礎物理研

物理学第 2

基礎物理研

物理学第１

物理学第 2

基礎物理研

基礎物理研

物理学第１

所属

物理学第１

基礎物理研

附属天文台

所属

国際会議・研究会 開催実績

2009/4/13-4/24

2009/9/13-9/16

2010/2/25-2/26

京都大学理学研究科５号館
2009/9/10-9/12
525

京都大学基礎物理学研究所

宇宙ジェットのエンジンとしてのブラック 京都大学基礎物理学研究所
ホールとその進化
研究棟 K206 号室

原始星・原始惑星系円盤研究の現状と将来

Non-linear cosmological perturbations

京都大学基礎物理学研究所
パナソニックホール

2009/9/01-9/18

第 10 回ハイパー核とストレンジ粒子物理に
茨城県東海村
関する国際会議

Novel Spin Pairing 2009
(NSP2009, Kyoto)
（新奇なスピン対形成 2009）

2009/7/21-8/21

2009/10/15-10/18

2009/6/23-6/26

開催期間

2008/11/25-11/28

2008/10/27-11/28

2008/10/6-10/9

開催期間

Frontiers in Nonequilibrium Physics Fundamental theory,
京都大学基礎物理学研究所
glassy & granular materials,
computational physics

京都大学基礎物理学研究所・経済研究所・国
際高等研究所 共同開催国際シンポジウム
「進化とは何か？ - チャールズ・ダーウイン コープ・イン京都
生誕 200 年 -」
大会議室
"What is Evolution? Bicentennial of
Charles Darwin's Birth"

U.S.-Japan Seminar:Field Effects in Cold 基礎物理学研究所
Atomic and Molecular Reactions.
パナソニックホール

開催会議名

開催地

京都大学基礎物理学研究所

第 23 回西宮湯川記念国際ワークショップ
「凝縮系におけるスピン関連輸送現象」
（Spin Transport In Condensed Matter）

第 4 回ガラス物理の統一概念国際会議
芝蘭会館
（The 4th International Conference on
稲盛ホール
Unifying Concepts in Glass Physics）

京大会館

開催地

浮上磁場国際ワークショップ 2008

開催会議名

¥3,000,000

¥920,000

20 年度内定額
会議費

¥1,800,000

¥2,000,000

国内参加者 100 名、海外参加者 80 名
招待講演 40 件、一般口頭発表 54 件、ポスター 44 件
国内参加者 75 名、海外参加者 32 名
招待講演 20 件、一般口頭発表 5 件、
ポスター 50 件

¥500,000
国内参加者 13 名、海外参加者 0 名、
¥300,000
招待講演 3 件、一般口頭発表 10 件、ポスター 0 件

国内参加者 50 名、海外参加者 3 名
招待講演 6 件、一般口頭発表 21 件

国内参加者 16 名、海外参加者 10 名招待講演 8 件、
¥1,117,000
一般口頭発表 0 件、ポスター 0 件

¥2,700,000

¥0

¥1,350,000

21 年度内定額
会議費

国内参加者 73 名、海外参加者 48 名、
招待講演 35 件、一般口頭発表 10 件、
ポスター 30 件

国内参加者 50 名、海外参加者 30 名
招待講演 30 件、一般口頭発表 10 件、
ポスター 20 件

国内参加者 10 名、海外参加者 16 名
招待講演 25 件、一般口頭発表 10 件、ポスター 15 件

会議の規模

国内参加者 93 名、海外参加者 58 名、招待講演 20 件、
¥500,000
一般口頭発表 15 件、ポスター 100 件

国内参加者 100 名、海外参加者 47 名、
招待講演 45 件、口頭発表 65 件、ポスター 29 件

国内参加者 24 名、海外参加者 21 名
招待講演 16 件、口頭発表 20 件、ポスター 10 件

会議の規模

国際会議・研究会 開催実績

16

17

基礎物理研

佐々木 節
( 田中 )

長瀧 重博

柴田 大

村瀬 雅俊

畑 浩之

野上 大作

早川 尚男

3

4

5

6

7

8

9

基礎物理研

物理学第２

附属天文台

物理学第２

10 齊藤 国靖

11 筒井 亮

12 柴田 一成

13 樫山 和己

基礎物理研

附属天文台

物理学第２

基礎物理研

基礎物理研

基礎物理研

物理学第１

太田 隆夫

2

基礎物理研

所属

早川 尚男

申請者

1

No.

【2010 年度】

2010/8/26-8/27

2010/12/6-12/9

ガンマ線バーストを用いたダークな宇宙の観
理学研究科 5 号館
測計画に向けたワークショップ

US-Japan Workshop on Magnetic
ホテル日航奈良
Reconnection MR2010

2011/2/17-2/18

2010/11/24-11/26

Recent Progress in Physics of Dissipative
Particles.
京都大学基礎物理学研究所
- From fine powders to macroscopic 研究棟 K206 号室
behavior of granular particles

理学研究科 5 号館

2010/8/9-8/11

Physics and Chemistry in Quantum 京都大学基礎物理学研究所
Dissipative Systems
研究棟 K206 号室

コンパクト天体で探る極限物理

2010/7/26-7/30

2010/10/18-10/22

International Meeting on Physics of
京大理学研究科セミナーハウス
Accreting Compact Binaries

京都大学基礎物理学研究所
パナソニックホール

2010/10/11-10/14

京都大学基礎物理学研究所・経済研究所・理
学研究科物理専攻・化学専攻
共同開催国際シンポジウム
コープ・イン京都
「 新 奇 現 象 －物 質か ら生 命複 雑系 シ ス テ ム 大会議室
へ」“Novel Phenomena: From Non-living to
Living Complex Systems”

String Field Theory and Related Aspects

2010/9/21-9/25

第 20 回一般相対論と重力国際会議
20th conference on general relativity and 京都大学基礎物理学研究所
gravitation in Japan

2010/6/28-7/2

2010/4/19-4/23

京都大学基礎物理学研究所

Deciphering the Ancient Universe with
Gamma-Ray Bursts 邦題：
「ガンマ線バース 京都テルサ
トで読み解く太古の宇宙」

YKIS2010 Cosmology
- the next generation -

2010/8/17-8/20

International Symposium on Non奈良県新公会堂
Equilibrium Soft Matter 2010

開催期間
2010/8/2-8/6

開催地

高分子の統計力学とトポロジーそしてＤＮＡや 京都大学基礎物理学研究所
タンパク質の構造と機能への展開
パナソニックホール

開催会議名

22 年度内定額
会議費

¥2,700,000

参加者数 114 名
国内参加者 84 名、海外参加者 30 名、
招待講演 25 件 ポスター 60 件

¥2,000,000

¥700,000

¥700,000

¥500,000

¥500,000
参加者数 15 名
国内参加者 15 名、海外参加者 0 名、招待講演 3 件、 ¥300,000
一般口頭発表 10 件、ポスター 0 件

参加者数 60 名
国内参加者 30 名、海外参加者 30 名、招待講演 50 件
一般口頭発表 5 件、ポスター 20 件

参加者数 25 名
国内参加者 25 名、海外参加者 0 名、招待講演 8 件、 ¥500,000
一般口頭発表 19 件、ポスター 0 件

参加者数 50 名
国内参加者 38 名、海外参加者 12 名、招待講演 17 件
一般口頭発表 10 件、ポスター 9 件

参加者数 59 名
国内参加者 34 名、海外参加者 25 名、
招待講演 23 件 一般口頭発表５件

参加者数 115 名
国内参加者 25 名、海外参加 90 名、招待講演 7 件 ¥300,000
一般口頭発表 50 件、ポスター 60 件

参加者数 57 名
国内参加者 40 名、海外参加者 17 名
招待講演 8 件、一般口頭発表 22 件

参加者数 68 名
国内参加者 59 名、海外参加者 9 名、招待講演 18 件 ¥300,000
一般口頭発表 10 件、ポスター 25 件

参加者数 185 名
国内参加者 157 名、海外参加者 28 名、
招待講演 18 件 ポスター 60 件

参加者数 159 名
国内参加者 82 名、海外参加者 77 名、招待講演 19 件 ¥2,000,000
一般口頭発表 50 件、ポスター 113 件

¥1,500,000

参加者数 218 名
国内参加者 176 名、海外参加者 42 名、
招待講演 24 件 ポスター 150 件

参加者数 59 名
国内参加者 34 名、海外参加者 25 名、招待講演 23 件 ¥500,000
一般口頭発表 15 件 ポスター 20 件

会議の規模

国際会議・研究会 開催実績
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八尾 誠

村瀬 雅俊

早川 尚男

遠山 貴己

山本 潤

仏坂 健太

2

3

4

5

6

7

申請者

中家 剛

和田 浩史

國友 浩 ( 申請者：田中 )

石野 雅也

慈道 大介

2

3

4

5

申請者

1

No.

【2012 年度】

延與 佳子

1

No.

【2011 年度】

基礎物理研

物理学第２

基礎物理研

基礎物理研

物理学第２

所属

物理学第２

物理学第 1

基礎物理研

基礎物理研

基礎物理研

物理学第 1

物理学第２

所属

2011/10/15-10/16

2011/10/31-11/3

京都大学国際フォーラム「新たな統合の世紀 京都大学百周年時計台記念館
に向けて」
百周年記念館ホール

宇宙と物質の非平衡ダイナミックス
Nonequilibrium dynamics in
astrophysics and material science

Resonances and non-Hermitian systems
in quantum mechanics
京都大学基礎物理学研究所
（量子力学における「共鳴状態」と非エルミート系）

京都大学百周年時計台記念館

Hadron Collider Physics Symposium 2012
( ハドロンコライダー物理シンポジウム )

2012/12/11-12/13

2012/11/12-11/16

2012/10/15-19

京都大学基礎物理学研究所
パナソニックホール

Yukawa International Seminar (YKIS) 2012
“From Gravity to Strong Coupling Physics”

2012/6/3-6/9

2013/2/18-2/20

京都府民総合交流プラザ
京都テルサ

Self-organization and emergent dynamics in 京都大学基礎物理学研究所
active soft matter
パナソニックホール

第 25 回ニュートリノ・宇宙物理国際会議

開催地

開催期間

2012/2/23 ～ 2/24

Multi-messenger Astronomy で迫る
コンパクト天体

開催会議名

2012/2/20-2/22

Phase Transition Dynamics in Soft Matter 京都大学基礎物理学研究所
: Bridging Microscale and Mesoscale
芝蘭会館
京都大学理学研究科５号館

2011/11/7-12/9

基研国際滞在型研究会・西宮湯川記念国際ワー
クショップ「凝縮系における新奇量子状態：
多体相関、フラストレーション、トポロジー」
京都大学基礎物理学研究所
(Novel Quantum States in Condensed
Matter: Correlation, Frustration and
Topology) NQS2011

京都大学基礎物理学研究所

2011/10/3-10/7

International Workshop DyNano-2011
京都大学理学研究科
"Structure and Dynamics of Nano-objects
セミナーハウス
using short wavelength radiation"

開催期間
2011/10/11-10/15

開催地

YKIS2011 シンポジウム “Frontier Issues in 京都大学基礎物理学研究所
Physics of Exotic Nuclei”
パナソニックホール

開催会議名

23 年度内定額
会議費

¥500,000

¥1,500,000

24 年度内定額
会議費

国内参加者 45 名、海外参加者 5 名、招待講演 21 件

国内参加者 80 名、海外参加者 170 名、招待講演 30 件
一般口頭発表 70 件、ポスター 50 件

国内参加者 100 名、海外参加者 20 名、招待講演 20 件
一般口頭発表 0 件、ポスター 0 件

国内参加者 100 名、海外参加者 20 名、招待講演 17 件
一般口頭発表 0 件、ポスター 50 件

¥500,000

¥1,500,000

¥1,100,000

¥1,500,000

国内参加者 150 名、海外参加者 250 名
招待講演 90 件、一般口頭発表 20 件、ポスター 200 件、 ¥1,700,000
その他（一般向け特別招待講演 1 件）

会議の規模

¥300,000

¥500,000

国内参加者 143 名、海外参加者 32 名、
招待講演 19 件、一般口頭発表 15 件 、
ポスター 79 件
国内参加者 32 名、招待講演 3 件、
一般口頭発表 10 件

¥1,000,000

国内参加者 118 名、海外参加者 42 名、
招待講演 71 件、一般口頭発表 19 件
ポスター 24 件

参加者数 159 名
国内参加者 67 名、海外参加者 10 名、招待講演 15 件、 ¥1,500,000
一般口頭発表 10 件、ポスター 19 件

国内参加者 178 名、海外参加者 1 名、
招待講演 17 件

国内参加者 29 名、海外参加者 19 名、
招待講演 19 件、一般口頭発表 5 件、ポスター 13 件

国内参加者 94 名、海外参加者 44 名、招待講演 25 件、
¥3,000,000
一般口頭発表 40 件、ポスター 30 件

会議の規模

国際会議・研究会 開催実績
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PD 研究員成果報告
ＰＤ委員会

委員長

国広悌二

今年はグローバルＣＯＥの最終年度です。ＰＤ研究員成果発表会は 2013 年 2 月に開催されるグローバル COE
シンポジウムに取り込んで行われます。昨年度はその発表会の報告集として GCOE ポスドクの成果報告集を作成
しました。しかしながら、それでは年度をまたがることになるので、最終年度の今年度はそのシンポジウムの前に
成果報告を提出していただき、今年度中に出版することになりました。
今回もグローバル 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ることを嬉しく思
います。

Determination of Prominence Plasma β from the
Dynamics of Rising Plumes

Andrew Stephen Hillier

Kwasan and Hida Observatories
Host Researcher: Kazunari Shibata

Quiescent prominences are cool, dense clouds

the observations are necessary. The formulation

of plasma found in the solar corona. Recent ob-

of such a mathematical method, i.e. formulating

servations, using the Japanese satellite Hinode,

an inverse problem, has been used in other areas

have shown that prominences are host to a wide

of solar physics with great success. A prime exam-

range of flows, waves and instabilities. The most

ple of this would be the analysis of MHD waves in

exciting discovery from these observations is of

the solar corona to determine the strength of the

the magnetic Rayleigh-Taylor instability. These

coronal magnetic field.

observations present a fantastic opportunity to investigate Magnetohydrodynamic (MHD) phenom-

Over past year, I have developed a model that

ena in astrophysical systems. The figure shows a

allows the plasma beta (ratio of gas pressure to

prominence with a Rayleigh-Taylor plume, which

magnetic pressure) to be determined, using com-

is marked by the black box.

pression of the prominence material at the head
of the observed Rayleigh-Taylor plumes. This mod-

One of the great problems with understand-

el is based on a classic solution for hydrodynamic

ing prominences, and all the complexities they

incompressible flow around a circular cylinder. By

display, stems from the great difficulty in directly

adding corrections to the solution to include the

measuring the strength of the prominence mag-

compressibility effects and the magnetic field, the

netic field. Therefore, mathematical methods to

solution can then model the compression at the

determine the strength of the magnetic field from

top of a Rayleigh-Taylor plume. By applying this
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model to the prominence plumes, it is then possible to calculate the value of the plasma beta of
the prominence. This new method now gives us
the tool we require to probe the magnetic field of
prominences.

Fig：Prominence observed by the Hinode Satellite.
Plume is shown with the black box.

Pressure-induced ferromagnetism in cubic
perovskite SrFeO3 and BaFeO3

Zhi Li

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

The spin order in cubic perovskite SrFeO 3 and

superexchange interaction. Our result agrees with

BaFeO3 under high pressure is studied by density

recent experimental result of BaFeO 3 under high

functional theory (DFT) calculation with local spin

pressure. Additionally, our calculation predicts that

density approximation plus Hubbard U (LSDA+U ).

half-metal BaFeO3 at ambient pressure will become a

The result by DFT calculation is interpreted by double

good metal under high pressure [2].

exchange model in our previous work [1]. In the
calculation, the on-site Coulomb interaction U and
exchange J are set to be 4.0 eV and 0.9 eV. At ambient
pressure, A-type and G-type helical spin orders are
almost degenerate in BaFeO3 whose lattice constant
is 3.97 Å. When the lattice constant is reduced to
3.85 Å, which is the same as the lattice constant
of SrFeO3 at ambient pressure, G-type helical spin
order becomes stable, being consistent with SrFeO3
[shown in Fig.1]. This is because superexchange
interaction is enhanced as compared with doubleexchange interaction. First order phase transition

Fig.1

propagating vector

dependent total energy in
SrFeO3

from helical spin state to ferromagnetic state in both

[1] Zhi Li, Robert Laskowski, Toshiaki Iitaka, and Takami

SrFeO3 and BaFeO3 takes place if the lattice constant

Tohyaman, Phys. Rev. B 85,134419 (2012)

is further reduced to 3.70 Å. This is because reduced

[2] Zhi Li, Toshiaki Iitaka, and Takami Tohyama, Phys.

local spin moment weakens the contribution from

Rev. B 86,094422 (2012)

20

NGP NEWS LETTER No.15 2013.2

媒質効果を取り入れた陽子弾性散乱の記述
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

原子核はビッグバンの数分後にその生成が始まり、

ますが、物理量を引き出せる程定量的に再現出来る模

現在も星の中や超新星爆発で生成され続けています。

型は存在しません。そこで我々の研究グループでは、

このように宇宙の歴史において非常に長い期間主役を

比較的観測量を良く再現する事が可能な相対論的イン

務める原子核の構造や反応を研究する事は、宇宙の進

パルス近似に現象論的な媒質効果を導入する事で模型

化を理解する上で大切です。最近では、元素合成の過

の改善を試みています。

程で生成されるが自然界に安定に存在しない不安定原

媒質効果のパラメータは、電子散乱で密度分布が比

子核や非常に大きな原子核と捉える事が出来る中性子

較的良く分かっている N ≒ Z 核の 300 MeV での偏極

星の研究が盛んに行なわれています。私は、これらの

陽子弾性散乱測定から求める事が出来ます。我々はこ

構造を明らかにすべく 200-300 MeV での原子核と陽

れまで大阪大学の核物理研究センター (RCNP) でその

子の弾性散乱測定を行なっています。

測定を行なってきました。今年度は炭素 12 の測定を

陽子弾性散乱は不安定原子核の基礎物理量の一つで

行ない、炭素からニッケルまでの領域のデータを揃え

ある大きさ ( 半径、密度分布 ) を求めるのに最適です。

る事が出来ました。そしてこれらのデータを解析し、

但し、精度良く大きさを決定するには、精度の良い反

核種毎に媒質効果のパラメータを決定しました。今後

応模型を用いる必要があります。

はこの媒質効果が核物質の状態方程式にどのように影

また陽子弾性散乱は中性子星の記述に必要となる核

響するか研究を進めていく予定です。

物質の状態方程式とも密接な関係があります。これは

不安定核の陽子弾性散乱測定についてはこれまで放

核物質を記述する理論を有限系である原子核の陽子弾

射線医学総合研究所、ドイツ GSI で行なってきました。

性散乱に応用した反応模型のみが陽子弾性散乱の観測

今後は理化学研究所の RI ビームファクトリー (RIBF)

量を再現する事に成功している事から分かります。

で行なう予定です。現在その準備を進めており、近々

以上から陽子弾性散乱を記述する模型の精度が研究

RIBF での最初の実験を行なう予定です。今回決定し

を遂行するにあたり重要となる事がわかります。しか

た媒質効果のパラメータは RIBF で取得するデータの

し現状では、観測量を定性的に再現出来る模型はあり

解析に役立つと期待されます。

共役量の相関を用いた多次元エンタングルメントの検証
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

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
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率よく実行できることがわかってきています。私

算子で表した相関の強さを用いて新規のエンタング

は、このような量子情報処理の実現につながる研

ルメント検証不等式を導出することに成功しました。

究を進めています。多くの量子情報処理のプロト

さらに、粒子の次元で定まる全自由度が重ね合わさっ

コルではエンタングルメント（量子もつれ）と呼

ていることを保証する相関の強さを示しました。こ

ばれる空間的に離れた場所にある系の自由度がコ

れは２種類の測定基底だけでも真の多次元エンタン

ヒーレントに重ね合わせとなった量子状態が重要

グルメントを検出できることを意味します。これら

な役割を演じます。

の成果がより多くの多次元エンタングルメントの検

アインシュタイン・ポドルスキー・ローゼン（Ｅ
ＰＲ）らは 1935 年の論文で２つの粒子の運動量の和

証実験および理論研究の発展につながることを期待
しています。

と座標の差がそれぞれ強い相関をもつＥＰＲ状態を

ところで最少不確定状態などの量子光学で特に

提案しています。ＥＰＲ状態のように、共役な物理

重要なガウス状態は正準変数（座標および運動量）

量が同時に強い相関をもつ場合に典型的にエンタン

の 平 均、 分 散、 共 分 散（ 2 次 ま で の モ ー メ ン ト ）

グルメントが現れることが知られています。例えば

ですべての性質が決定することが知られています。

スピン 1/2 粒子が２つある系に関しては互いに共役

これらの量はガウス状態のエンタングルメントの

なｚ基底とｘ基底がそれぞれ平均で 75%以上の確率

性質も決定します。一方、正準変数の高次のモー

で一致するときエンタングルメントの存在を保証で

メントを測定することでエンタングルメントを検

きます。これは２つのスピンにそれぞれＡおよびＢ

証できる多数の不等式が提案されています。ガウ

と名前を付けたとき、パウリ演算子の積の期待値を

ス状態であれば 2 次までのモーメントでエンタン

用いて〈XAXB + ZAZB〉 > 1 という簡単な形の不等式で

グルメントを検証すれば十分なので、これらの高

表すことができます。パウリ演算子の積は 2 種類の

次のモーメントを含む不等式は非ガウスの量子も

測定基底のみで実験的に期待値を得ることができる

つれ状態を検証できなければ実用上は不要である

ので、これはエンタングルメントを検出する実質的

といわざるを得ません。

に有効な不等式のひとつとなっています。また、パ

私は量子的にもつれた状態のみで直交完全系を

ウリ演算子の積の固有値で状態を指定するスタビラ

構成できれば、多数の非ガウス量子もつれ状態を

イザー形式と呼ばれる理論的な手法は多数のスピン

一括して扱うことができると考え、 SU(2) および

の量子的にもつれた状態を効率的に記述できること

SU(1,1) 代数の生成子を成す高次のモーメントを用

が知られています。

いたエンタングルメント検証不等式が有効に機能

近年、光の角運動量等の 3 次元以上の自由度をも

する例を示すことに成功しました [2]。この結果が

つ量子系のエンタングルメントの実験実証がなされ

高次のモーメントを含む多数の不等式および非ガ

ています。これらの実験は初期には、ベル不等式の

ウスのエンタングルメントの系統的な研究に発展

大きな破れや量子通信の通信容量の増大が見込める

することを期待しています。

ことが重要な研究意義でしたが、より大きな次元で
エンタングルメントの性質を調べ、効率的な記述方
法を確立することは興味深い研究目標です。
私はスタビライザー形式に基づいたエンタングル
メント検証を３準位以上の粒子の合成系へ拡張でき
れば、物理的に見通しの良い出発点が得られると考
え、３準位以上の粒子が複数ある場合に共役量の同
時相関の強さとエンタングルメントの関係を調べま
した [1]。その結果、３次元以上に拡張したパウリ演
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宇宙誕生僅か 10 億年後に存在した大質量銀河の起源
太田一陽
宇宙物理学教室
受入教員：太田 耕司 教授

私は、
銀河という天体を研究しています。具体的には、

されてきたのでしょうか？今年度私は、この様な銀河

宇宙の歴史の中で、銀河がどの様に形成され、進化し

の祖先は一体どの様な天体で、それがどの様に進化

てきたかを解明しようとしています。銀河とは、太陽

して宇宙年齢 10 億年時代に大質量銀河になったのか

の様な星が数十億～数千億個集まった星の大集団です。

を調べました。この大質量銀河は、質量が太陽の 100

宇宙の歴史では、星が形成されて集まり銀河となり、

億倍ということ以外に、年齢が数億年であることや、

銀河がフィラメント状の形に群がり質量が高密度な領

宇宙空間の単位体積当たりに何個存在するか（つまり、

域と銀河が殆ど無い低密度な空洞から成る泡状の大規

個数密度）まで分かっています。ということは、宇宙

模構造を形成してきました。つまり、銀河は宇宙の構

年齢が 10 億年よりも昔の時代の銀河の内、年齢、質量、

造の構成単位と言っても過言ではありません。なので、

個数密度が、10 億年時代の大質量銀河のそれらと辻

どの様にして銀河が形成され、進化してきたかを知る

褄が合うものが祖先であると言えます。

ことは、宇宙全体の進化を知ることにつながります。

宇宙年齢が 10 億年よりも昔の時代には、３つの

現在の宇宙の年齢は、観測から 137 億年であること

タイプの銀河が存在する事が最近の観測で分かって

が分かっています。そして、銀河は現在の宇宙だけで

きています。１つは、水素のライマンα輝線を放射

なく、過去の宇宙にもあることが分かっています。遠

するタイプの銀河（Lyman Alpha Emitter = LAE）で

くの銀河が発した光は、長い時間をかけて地球に届き

比較的低質量（太陽の数億～数十億倍）で若い年齢

ます。つまり、遠くの銀河の光を観測すれば、その銀

（数百万～数千万年）であることが特徴です。その

河の昔の姿を見ていることになります。より遠くの

他の２つは、ライマンブレイク銀河（Lyman Break

銀河を発見して観測していけば、どんどん時間を遡っ

Galaxy = LBG）という銀河です。この銀河の連続光

て遥か昔の銀河までも調べられます。現在観測で見つ

スペクトル（光の強度 vs. 波長）を見てみると、水素

かっている最も遠い銀河は、129.5 億光年彼方のもの

のライマンα線の波長（静止系の紫外線 1216Å）よ

で、宇宙が 7.5 億歳の時代に相当します。その銀河は、

り短波長では、光が弱いが、長波長では光が強くなっ

質量が太陽の数億倍程度です。つまり、星が数億個集

ていて、崖（ブレイク）のような形をしているので、

まってできた天体です。現在の宇宙の銀河の質量は、

そう呼ばれています。宇宙年齢が 10 億年よりも昔の

太陽の数百億倍から数千億倍もあります。そして過去

時代の LBG には、２つのタイプがあります。１つは、

に遡って、銀河を観測していくと、宇宙誕生僅か 10

地上大型望遠鏡の広視野カメラで広い天域を撮像観

億年しか経っていない時代に既に太陽の数百億倍以上

測して検出された、非常に明るい LBG（静止系波長

の質量の銀河が存在していたことまで分かってきまし

1500Åの紫外線光で絶対等級が M1500 ≦ -22 等）で、

た。もちろん、その時代には、より質量の小さい銀河

年齢が数千万年で質量が太陽の数 10 億倍です。そし

の方が多いですが、中には非常に大質量のものが存在

てもう１つは、ハッブル宇宙望遠鏡が最新のカメラ

したということです。それ以前の時代には、この様な

で狭い天域を長時間撮像観測して検出された、暗い

大質量の銀河は殆ど見つかっていません。

LBG（M1500 > -21 等）で、年齢が数億年で質量が太

では一体、この様な大質量銀河は、どのように形成

陽の数 10 億倍です。この宇宙年齢が 10 億年よりも
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昔の時代の LAE、明るい LBG、暗い LBG の 3 つのタ

の星を作れるか）から、宇宙年齢 10 億年までに集積

イプの銀河の年齢、質量、個数密度を調べることで、

できる質量を計算して、元々の質量に足すと、大質

それらが後（宇宙年齢が 10 億年時代）には大質量銀

量銀河の質量と同程度の質量になり、辻褄が合いま

河になり得るかどうかを調べました。

した。最後に、LAE、明るい LBG の個数密度を計算

まず年齢ですが、LAE、明るい LBG の場合、それ

すると、統計誤差と、宇宙の大規模構造（前述の泡

ら自身の年齢に、それらが観測された時代から宇宙

構造）を反映した銀河の空間分布による個数密度の

年齢が 10 億年の時代になるまでにかかる時間を足

バラツキを結合した誤差の範囲内で、大質量銀河の

すと、大質量銀河の年齢である数億年になり辻褄が

個数密度に一致しました。よって、年齢、質量、個

合います。一方、暗い LBG は既に年を取り過ぎてい

数密度の観点から、LAE と明るい LBG が、宇宙年齢

て年齢的に辻褄が合いません。なので大質量銀河の

10 億年の時代の大質量銀河の祖先かも知れません。

祖先にはなり得ませんでした。次に、質量ですが、

これにより、初期宇宙における大質量銀河の進化の

LAE、明るい LBG の星形成率（1 年間に太陽何個分

一端を調べられたと思います。

編集後記
本号が GCOE ニュースレターの最終号となります。21 世紀 C O E
から数えると 10 年間の COE ニュースレターの最終号とも言えます。
私は 21 世紀 COE の広報委員会の最初から委員長として関わってきま
したので、ここで 10 年間を少し振り返ってみたいと思います。

に掲載されていますので、今

後の同様な市民講座の開催には大変参考になると思います。
ところで、市民講座では私自身は司会を担当することが多かったのです
が、
そのおかげで、
ほとんどの講演を聞くことができ、
大変勉強になりました。

広報委員会を始めたとき、京大物理宇宙の COE の研究成果を、いかに

異分野の最新の話をわかりやすく学ぶには、市民講座は絶好の機会だった

して学外や市民の方々に発信していくか？について、色々議論しました。そ

のです。そういう意味では、もっと多くの教員・大学院生・学部生に出席し

の結果、重要企画として取り上げることになったのが、市民講座、ニュー

てほしかったと思います。
（アンケートを見ると多くの市民の方は、
「難しかっ

スレターの発行、ホームページ（HP）からの発信でした。最初はかなり大

たけど、おもしろかった」という感想が多いのですが、私にとっては「おも

変でしたが、委員の皆さんの献身的な協力のおかげで、上記を定常的に運営

しろく、
（GCOE シンポジウムよりずっと）わかりやすかった」というの

できるようになりました。とりわけ、GCOE になって私が委員長を退いた

が率直な感想です。ですので、GCOE 構成員の皆さんが参加しない、とい

あと、太田委員長と委員の皆さん（および HP 委員会の戸谷委員長と委員

うのは、大変もったいないのです。
）もう一つの今後の課題は、中高生・大

の皆さん）の大変な頑張りのおかげで、内容が改善されると共に、定期的な

学生の参加を増やす、ということです。そのためには、理学研究科に新しく

企画として定着したと思います。
毎年秋に開催される市民講座などはリピー

できた社会交流室とうまく連携を取るのが良いと思います。HP も何らかの

ターの方が多数現れ、
「市民講座を聞いて京大のファンになりました！」と

形で一部を残せれば良いと思います。ニュースレターはさすがに予算がかか

言って下さる方もおられるほどです。
そんなわけで、
市民講座の茶話会では、

るので、
簡単ではないでしょう。しかし、
これまで 10 年間のニュースレター

私達、大学人が市民の方から、毎回元気づけられているような感じです。こ

http://www.scphys.kyoto-u.ac.jp/gcoe/Announcements/

のような機会がなくなるのは、いかにも惜しいので、皆さん、ぜひ、市民講

Newsletter/index.html

座を引き続き開催して下さい。これまでの市民講座の内容（配布資料、プ

の貴重な記録となりますので、これらの資料は、今後引き続き活用して

レゼンファイル、講演映像）や感想の集計などは、すべて GCOE の HP

いただければ幸いです。皆さん、長い間、ご協力とご支援、ありがとう

http://www.scphys.kyoto-u.ac.jp/gcoe/Announcements/

ございました。
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はこの間の C O E 構成員の研究活動

（2 0 1 3 年 1 月 2 4 日 柴田一成）
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