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　2009 年 10 月 26 日に京都大学百周年時計台記念館において、「自
発的対称性の破れ」の理論により 2008 年度ノーベル物理学賞を受賞
された南部陽一郎博士（シカゴ大学名誉教授）による仁科記念講演会
が、京都大学基礎物理学研究所の主催で行われました。本講演は一般

の方々に向けた市民講演会であ
り、南部先生がノーベル賞を受
賞されてから先生ご自身による
初めての講演です。当日は、南
部先生と同時にノーベル物理学
賞を受賞された益川敏英先生
と 2002 年度にノーベル物理学
賞を受賞された小柴昌俊先生も
ご出席されており、本学内外の
多くの参加者で賑わっていまし
た。また南部先生によるノーベ
ル賞受賞後初の日本での講演と
いうこともあり、多数のメディ
アの方々も取材に訪れていまし
た（図１）。また翌 10 月 27 日
には、南部先生と交流のある 6
人の著名な物理学者を講師にお
招きし、仁科記念シンポジウム
も開催されました。
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図 1：会場の様子
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　講演会では南部先生の講演に先立ち、仁科記念財団

理事長の山崎敏光氏よりご挨拶と仁科記念財団の簡単

な紹介がありました。仁科記念財団は、1951 年に没

した日本の理論物理学の発展に重要な役割を果たした

仁科芳雄博士の偉大な業績を称えるとともに、原子物

理学の基礎とその応用分野における優れた研究者を育

成するという目的のために、1955 年に設立されまし

た。仁科記念賞は比較的若い研究者を表彰することを

目的とし、これまでに４人のノーベル賞受賞者、江崎

玲於奈博士、小柴昌俊博士、小林誠博士、益川敏英博

士を含めた多くの方々が受賞されています。南部先生

は、すでに１度 1985 年に仁科記念講演会で講演され

ており今回は２回目の講演となります。

　さて、本講演では「自然法則の対称性とその破れ」

という題目で 2008 年度ノーベル物理学賞を受賞され

た内容に関して講演されました（図２）。対称性とそ

の破れは、自然法則を理解する上で非常に重要な概念

となります。まず、対称性とその破れとは何かという

ことを身近な例を用いて説明されました。対称性とい

われると、左右対称や球対称といったことがすぐに思

い浮かぶと思われます。また対称性があるとき、均整

がとれているとか美しいといったことを考える方もい

るでしょう。この美しいといった概念は国、時代、個々

人によって異なっているものですが、南部先生は、こ

の美的観念の違いが誰よりも早く物理法則の中に自発

的対称性の破れといった概念を持ち込むことができた

理由ではないかと述べられていました（図３）。

　次に自発的対称性の破れとはどういうものなのかに

ついて説明されました。例えば、垂直に立った棒はど

の方向からでも同じように見えます。すなわち棒の軸

の周りの回転に対して不変であります。しかし、何か

の拍子で棒が倒れてしまうともはや対称性は破れてし

まい、なくなってしまいます。これが自発的対称性の破

れの１つであると考えられます（図４）。また講演が始

まる前には聴衆はそれぞれ好きな方向を向いています

が、南部先生が挨拶をされると一斉に前を向く。これ

も1種の自発的対称性の破れだと述べられていました。

 

　次に物理学における対称性について簡単に説明され

ました。自然法則は世界のどこでも誰からも同様・対

称であると考えます。自然法則に対称性があるとする

と、その対称性に対応して保存則が存在するというこ

図 2：講演中の南部先生

図 3：

中国の天安と日本の

皇居の宮城

天安門は完全に左右

対称であるのに対し

て、宮城には対称性

がない。

図4：
垂直立った棒
棒の軸の回転に対
して対称性がある。
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とが、女性数学者であるエミー・ネイターによって証

明されています。例えば、時間に関する対称性、すな

わち過去と現在では変わらないという対称性があった

とすると、エネルギーというものが保存します。また、

場所に対する対称性があると運動量というものが保存

し、回転に対する対称性があると角運動量というもの

が保存します。また、逆に何らかの粒子の数の保存則、

例えば、電子の数や電荷の保存則などがあると、それ

に対応した対称性があると考えられます。このように

物理学における対称性と保存則には密接な関係があり

ます。

　特に、ゲージ対称性というものは素粒子の物理現象

を理解する上で非常に重要となります。例えば、電磁

力を考えます。この電磁力のもとは電荷であり、この

電荷は保存され、電荷を持った粒子の数は変化しない

と知られています。この電磁力はゲージ対称性の原理

に従う力として導かれます。電磁力や重力が距離の逆

２乗に比例することや、光が質量を持たず光速で動く

といったことは、ゲージ対称性から導かれます。また

自然界における他の力、強い力と弱い力も、電磁力の

ゲージ対称性とは異なる別のゲージ対称性に従うこと

が判明しました。ゲージ対称性から力が距離の逆２乗

に比例するなどが導かれますが、しかしながら、実際

の弱い力などは距離の逆２乗には比例していません。

南部先生はこの問題を解決するために対称性の自発的

破れといった概念を物理学に導入しました。

　南部先生は、この自発的対称性の破れの考えを超

伝導の BCS（Bardeen, Cooper, Schrieffer）理論から

ヒントを得て、素粒子物理学に応用しました。水銀

を -270℃まで冷却すると、突然電気抵抗がゼロとな

る現象が 1911 年にオランダのカマリン・オネスに

より発見されました。この現象が超伝導と呼ばれる

ものです。　BCS 理論は超伝導を大変うまく説明し

ますが、この理論の中には電子の粒子数や電荷の量

を保存しない項を含んでおり、ゲージ対称性を満た

していません。南部先生は、この問題を解決するた

めに自発的対称性の破れという概念を用いて、見事

に BCS 理論の問題を解明しました。

　さらに、南部先生は自発的対称性の破れの概念を

超伝導の理論だけではなく素粒子の理論へと適用し

ました。ゲージ対称性からクォークなどの素粒子は

質量をもつことが禁止されます。しかしながら、現

実にはクォークは質量をもっています。この問題も

また自発的対称性の破れの概念を用いて説明するこ

とができます。質量を自発的対称性の破れによって

生み出すからくりとして仮定されたのがヒッグス粒

子というものです。ヒッグス粒子はいまだ発見され

ていませんが、近い将来に発見されるだろうと考え

られている粒子です。

　以上のように、南部先生が提唱した自発的対称性の

破れの概念は自然現象を理解するためにはなくてはな

らないものであり、この業績に対してノーベル物理学

賞が授与されました。

　

　講演の最後には聴衆からいくつか質問が挙がり、「物

理学は将来どこまで自然現象を解明できるか。」とい

う質問に対しては「簡単な回答はできないが、今の物

理がどのようなことを問題としているのか、将来どの

ような発展を遂げるかを常に考えながら研究を進める

べきだ。」と述べられておりました。また「理科や数

学好きの中学生・高校生に対して励ましの言葉をお願

いします。」という要望に対しては「『これを知る者は

これを好む者に如かず、これを好む者はこれを楽しむ

者に如かず』という論語の一説を引用して、好奇心を

もって学び知るとともに楽しむとよい。」と答えられ

ておりました。　

　私自身、南部先生と同じく素粒子理論を研究して

いますが、今回の講演を聴かせていただき、今後研

究していく上で非常にためになることがいくつもあ

りました。日々研究をしていると現在自分が研究し

ている事柄だけに考えが集中してしまい、物理全体

を見るということが疎かになりがちですが、南部先

生が仰られた、物理の現状はどうなっているのか、

今後どのように発展していくかということを常に考

えながら研究すべきだ、という言葉を肝に銘じて研

究していきたいと思いました。
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　Sr2RuO4 の超伝導は 1994 年に前野教授らのグ

ループによって発見されました。超伝導とは、物質

の電気抵抗がある温度（転移温度）以下で急激に消

失する現象です。この現象は、本来クーロン力によっ

て反発しあうはずの電子間に何らかの引力が働いて

形成された、電子の対（クーパー対）によって引き

起こされると考えられています。そのためこのクー

パー対は超伝導の性質に大きな影響を与えます。こ

の対には、電子のスピンが逆向きのものの組み合わ

せであるであるスピン一重項と呼ばれる対と、同じ

向きのものの組み合わせであるスピン三重項と呼ば

れる対の 2 通りが可能です。しかし、これまでに

見つかってきたほとんどの超伝導体は前者のスピン

一重項のクーパー対による超伝導体（スピン一重項

超伝導体）でした。一方、Sr2RuO4 は理論・実験の

両面からスピン三重項超伝導体であることがほぼ確

実視されています。このような物質は現在でも数え

るほどしかありません。その中でも Sr2RuO4 は化

学的に安定で取り扱いも容易であることや、超伝導

の舞台である電子状態がよく理解されていることな

どから、スピン三重項超伝導を研究する上で理想的

な物質として世界中から注目されています。また、

前野教授のグループは長年の努力によって Sr2RuO4

の大型で不純物の少ない単結晶を得る方法を確立

しました。スピン三重項超伝導は不純物の存在に

対して非常に壊されやすいという性質を持つため、

スピン三重項超伝導の本質を明らかにするために

は単結晶の育成方法の確立は必要不可欠なもので

した。今や前野グループの作成した Sr2RuO4 の単

結晶は世界中の共同研究者の下で詳細に研究され、

スピン三重項超伝導の物理の解明に大きな役割を

果たしています。

　Sr2RuO4 は他にも興味深い性質を持っています。

例えば Sr2RuO4 の単結晶を育成する過程において単

体の Ru 金属が Sr2RuO4 の結晶の内部に析出するこ

とがあります。この Sr2RuO4 と Ru の共晶では、驚

大学院理学研究科　物理学第一教室
固体量子物性研究室　D2

中村壮智

　2009 年 9 月 9 日、第 9 回超伝導国
際会議（M2S：Materials and Mecha-
nisms of Superconductivity）にて、ベ
ルント・T・マティアス賞の授賞式が行
われ、前野悦輝教授が同賞を受賞されま
した。マティアス賞は 3 年に 1 度、超
伝導の新物質発見で優れた業績を上げた
研究者に贈られる国際賞であり、今回の
受賞は前野教授によるルテニウム酸化物
Sr2RuO4 の超伝導の発見と、その世界
的な研究展開を生んだ業績が評価された
ものです。

ニュース

前野悦輝教授にマティアス賞
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くべきことに超伝導転移が Sr2RuO4 の転移温度で

ある 1.5 K よりも遥かに高い 3 K 超から始まること

を前野教授のグループが明らかにしました。単体の

Ru は超伝導転移温度が 0.5 K 程度であるので、こ

の超伝導は Sr2RuO4 のものでも Ru のものでもない

新しい超伝導だと言えます。現在までの研究によっ

て、この超伝導は Sr2RuO4 と Ru の境界面で起きて

いるということや、Sr2RuO4 と同様にスピン三重項

超伝導であることがわかってきました。しかし、そ

もそも何故転移温度が Sr2RuO4 のそれの 2 倍以上

まで上昇するのかは依然として未解決の問題として

残っており、今も世界中で熱心に研究が進められて

います。

　今回の受賞は前野教授による Sr2RuO4 の超伝導の

発見と、その後の世界的な研究展開を生んだ業績が

高く評価されたことによるものです。前野教授の今

後の更なる活躍と研究の発展が期待されます。

ニュース

柴田大教授の日本学術振興会賞受賞

　 柴田教授は平成元
年に京都大学大学院理
学研究科修士課程に入
学、平成５年大阪大学
大学院理学研究科助手
に着任し、平成６年に

理学博士を京都大学にて取得、平成 12 年から東京
大学大学院総合文化研究科の准教授を務められた後、
平成 21 年 1 月より京都大学基礎物理学研究所の教
授として、現在まで京都大学の宇宙理論グループの
中心として活躍してこられました。柴田教授はこれ
までに数値的一般相対論における定式化問題とその
応用に関する研究において分野をリードし続け、多
大な業績を残されてきました。この度それらが高い
評価を受け、受賞に至りました。

　一般相対性理論の基礎方程式であるアインシュタ

イン方程式は連立非線形偏微分方程式であるため

に、一般に解析解を求めることは非常に困難です。

柴田教授の専門である数値的一般相対論はアイン

シュタイン方程式を数値的に解き、強重力場中の現

象を理論的に解明することを目的とした分野です。

その応用はブラックホールの形成や重力波放出を伴

うような一般相対論的天体現象、高次元ブラック

ホールの形成過程の解明など多岐に渡ります。

　柴田教授がなされた大きな仕事の一つに、数値的

一般相対論に適したアインシュタイン方程式の新し

い定式化が挙げられます。アインシュタイン方程式

をある時間一定の超曲面上とそれに垂直な方向に射

影すると、時間発展方程式と拘束条件方程式に分解

されます。この Arnowitt-Deser-Misner（ＡＤＭ）形

式と呼ばれる定式化を用いて実際に数値計算を行う

と、拘束条件が破れ計算が破綻するという事が多々

ありました。柴田教授は、ＡＤＭ形式が発散する非

物理的モードを拾ってしまう事にこの問題が起因す

る事をいち早く突き止め、発散モードを押さえる新

しい定式化を中村卓史京都大学教授と共に提案し、

その実用性を示しました。この定式化は今日、数値

的一般相対論の分野で標準的な定式化として認識さ

れ、世界の様々な研究グループが実際に使っています。

基礎物理学研究所　研究員
木内健太
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ニュース

柴田一成教授
「ナイスステップな研究者」受賞

柴田研の院生・OB で柴田教授を囲んで

　また、柴田教授はこの定式化を実際に用いて、連

星中性子星合体のシミュレーションを行い、ブラッ

クホールの形成条件、放出重力波の特徴、ショート

ガンマ線バーストと呼ばれる高エネルギー天体現象

との関連性などを解明しました。さらに近年、ブラッ

クホール－中性子星連星合体や高次元ブラックホー

ルの高速衝突のシミュレーションを世界に先駆けて

行い、重要な結果を次々と発表しています。

　これらの研究が高く評価され、この度日本学術振

興会賞受賞となりました。柴田大教授が今後更なる

活躍をされ、日本を代表する研究者として理論宇宙

物理学の分野を牽引されることが期待されています。

　理学研究科附属天文台の柴田一成教授（天文台台
長、兼京都大学宇宙総合学研究ユニットユニット長）
が文部科学省科学技術政策研究所の「ナイスステッ
プな研究者 ( 科学技術への顕著な貢献 2009)」に
選ばれ受賞されました。この賞は、科学技術分野
においてここ数年間になされた顕著な業績の中か

ら特に科学技術政策上注目すべき研究者らに贈
られるものです。今回柴田教授は、「太陽活動に
伴う地球周辺環境の変化を予測する宇宙天気予
報の基礎研究としての太陽活動現象の究明に貢
献」したことが受賞理由です。

西塚直人
大学院理学研究科

附属天文台 D3 
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　柴田教授は過去 30 年余りにわたって、太陽宇宙

プラズマ物理学の中でも磁気流体シミュレーション

による磁気リコネクションとジェット現象の研究を

され、いくつもの大きな成果を上げてこられまし

た。さらに近年は太陽の地球環境へ及ぼす影響に

着眼し、学術創成「宇宙天気予報」のグループリー

ダーとして、国内の宇宙天気予報の研究の先駆的、

主導的役割を果たしてこられました。また柴田教授

は、現在世界的な規模で活躍する多くの研究者を養

成していることにより高い評価を受けているだけで

なく、宇宙天気という新しい学際的な研究分野で活

躍する若い研究者の育成にも取り組まれました。

　太陽で爆発現象 ( フレア ) が発生すると、地球周

辺のプラズマは激しい嵐に見舞われます。それに

よって電波障害、送電網・人工衛星の故障、宇宙

飛行士の被曝といった被害が発生します。そのた

め、太陽表面での物理の解明の重要性が今見直され

ています。柴田教授らの研究グループは、飛騨天文

台の可視光望遠鏡や太陽観測衛星「ひので」の観測

データ、そして磁気流体シミュレーションを用いた

太陽活動現象の究明に取り組んでいます。その中で

柴田教授は、ひので衛星の観測データから磁気リコ

ニュース

早田次郎准教授に
第三回木村利栄理論物理学賞

　「湯川財団・木村利栄理論物理学賞」は、基礎物
理学研究所と統合となった旧広島大学理論物理学研
究所の教授であった故木村利栄先生の遺産の一部を
浩子夫人より財団法人湯川記念財団へ寄付して頂
き、これを木村基金として、木村先生が大きな功績
をあげられた重力・時空理論、場の理論と、その周
辺の基礎的な理論研究において顕著な業績を上げた

研究者を顕彰するために、平成 19 年度より設けら
れました。その候補者の選考や木村基金の運用は、
旧広島大学理論物理学研究所と深い関わりを持つ京
都大学基礎物理学研究所に委託されています。木村
利栄理論物理学賞は、顕著な業績を上げただけでは
なく、受賞以降も対象分野で中心的な役割を果たし
ていくことが期待される研究者に贈られています。

ネクションという物理過程で発生するナノフレアや

ジェットが、コロナより下の彩層中に於いても普遍

的に存在することを解明しました。さらにユビキタ

ス・リコネクションという概念を提唱し、100 万

度のコロナを説明しうる要因となる可能性を示した

ことが科学誌 Science に掲載されました。また、ア

ネモネ型と呼ばれるコロナ内の活動領域でフレアが

発生すると、超高速のプラズマが噴出し、地球に大

きな磁気嵐を発生させることも発見しました。

　以上のように、柴田教授が宇宙天気予報という新

しい学際的分野の開拓と発展に寄与された功績は非

常に大きく、かつ顕著なものです。今回の受賞は、

柴田教授に指導を受けている私たち院生にとっても

大きな刺激であり誇りでもあります。その一方で、

柴田教授は超多忙のため、ゼミの指導も夕食を摂り

ながら、新幹線での移動中にということもありまし

た。それ故、忙しい合間を縫って私たち院生の指導

にもあたって下さることにとても感謝しています。

写真は柴田教授お気に入りのうどん屋で柴田研院生

と OB を交えて祝杯を挙げているところです。

先生、受賞おめでとうございます！！　　　　
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　第三回木村利栄理論物理学賞は京都大学理学研究

科の早田次郎さんに贈られました。早田さんは、相

対論、及び素粒子論的宇宙論の分野で幅広い活躍を

されていますが、受賞の対象となった研究は「高次

元重力理論における宇宙論とブラックホール」です。

　重力を含む全ての力の統一理論として、超弦理論

という、物質の基本的構成要素が紐状のものである

とする理論が最も有力なものと考えられています。

その超弦理論は、我々の住む空間の次元は実は３次

元ではなく、９次元、あるいは 10 次元という高次

元の空間であることを予言します。しかし、そうし

た高次元空間はいまだに観測されていません。した

がって、その余分な６つないしは７つの余剰な空間

次元 ( 余剰次元 ) は、何らかの理由で簡単には観測

されにくくなっていると考えられます。この隠され

た余剰次元の存在を宇宙論的な観測で検証すること

は超弦理論の正しさを証明するという意味で、人類

の夢といってよいでしょう。一方で、現在我々の宇

宙の膨張速度が加速しているということが観測され

ており、万有引力の法則による予言と一見矛盾して

いるように見えます。 現在の標準的な宇宙論では、

このような矛盾を解決する手段として得体のしれな

いダークエネルギーと呼ばれるものの存在を仮定し

ています。しかし、高次元に拡張された重力理論を

考えることによって、この ダークエネルギー問題

が解決できる可能性があるとすれば、こちらの方が

より魅力的なアイデアです。このような理由からも

高次元重力理論研究の重要性が益々高まっていま

す。特に近年、ブレーン宇宙という新しいアイデア

が提案されました。これは、我々の宇宙が高次元空

間に浮かぶ 4 次元の膜であるというもので、従来

の世界観を覆す斬新なアイデアです。通常の物質は

4 次元のブレーン上にのみ存在し、高次元には時空、

つまり重力場のみが存在するという描像です。我々

は、そもそも 4 次元のブレーン上にしか存在しな

いので高次元を直接見ることができないのです。見

えないけれども余剰次元の存在を宇宙論的観測に

よって間接的に検証することは可能です。しかし、

そのためには、従来の宇宙論的解析手段を超えた新

たな理論体系が必要とされていました。

　ブレーン宇宙では、ハッブルが発見した宇宙膨張

は高次元の中のブレーンの運動として理解できま

す。ただし、高次元の世界は一様な時空ではなく、

大きく湾曲しています。湾曲した高次元時空の計量

の小さなところから大きなところへと移動していく

ことで宇宙が膨張して見えるわけです。このときの

運動による膨張則が、比較的現在に近い時期には、

4 次元の一般相対性理論から出てくるフリードマン

方程式が記述するものとほぼ同じになっているとい

うのが驚くべきことです。このようなことが起きる

理由は高次元が大きく湾曲していることから理解で

きます。ブレーンの人にとっては自分がこれまで動

いてきた世界は非常に小さな体積しか占めていない

ためにあたかも 4 次元以外が存在しないように感

じてしまうからです。これはブレーン上の典型的な

曲がり具合に比べて高次元が非常に強く曲がってい

るために生じる現象です。ただし、ブレーン宇宙上
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独自の方法を開発することで重力理論の理解の進展

に対して重要な貢献をされました。加えて、宇宙論・

重力理論分野において今後も指導的役割を果たすこ

とが 十二分に期待されるということで本賞の受賞

となりました。

　授賞式は益川敏英湯川記念財団理事長、江口徹基

礎物理学研究所長他の出席のもと、平成 22 年１月

22 日に基礎物理学研究所湯川記念館パナソニック国

際交流ホールにおいて行なわれました。そのときの

様子は、下記のホームページで見ることができます。

http://www2.yukawa.kyoto-u.ac.jp/~kimuratp/

kimurasho/index.htm

で起きる現象の全てが一般相対性理論によって記述

されるものと完全に同じだとしたら我々が余剰次元

の存在を知ることはできません。でも、実際にはブ

レーン上の物体が動いたりしたら重力波が余剰次元

方向に放射されたりするわけです。逆に、放射され

た重力波のエネルギーがブレーン宇宙の運動やその

うえの物質の揺らぎの時間発展に影響を与えるに違

いありません。そして、その効果はブレーン宇宙

の曲がり具合と高次元宇宙の湾曲の仕方の比程度に

なっているはずです。

　早田さんは、宇宙論的な揺らぎの進化を定式化

するために一般相対性理論における宇宙論的摂動

理論とはまったく違った考え方を導入しました。背

景宇宙の進化が高次元の運動とみなせることをヒン

トに、ブレーン上の揺らぎの進化を揺らいだ高次元

時空を運動するブレーンととらえることで、ブレー

ン宇宙の揺らぎの進化理論を構築することに成功し

ました。世界で最初にブレーン宇宙の揺らぎの進化

とアインシュタインの一般相対性理論での揺らぎの

進化との関係を明らかにしたのです。さらに、早田

さんは、線形摂動を超えた領域まで含めてブレーン

宇宙論を定式化するために、ブレーン宇宙の曲がり

具合と高次元宇宙の湾曲の仕方の小さな比を展開パ

ラメータとして逐次的に一般相対性理論からのずれ

を計算する方法を提唱し、ブレーン上の強重力場を

扱う理論を構築しました。これら一連の成果とその

後の発展により、高次元の効果が宇宙背景輻射など

の観測量にどのように現れるかが計算できるように

なったわけです。今後の宇宙論的観測のよりいっそ

うの精密化による余剰次元の発見が待たれます。

　早田さんは、余剰次元の検証を目指した基礎研究

を行い、高次元重力理論に基づいたブレーン宇宙論

や高次元ブラックホールに関して、上で説明したよ

うな、ブレーン宇宙の密度揺らぎの進化理論やブ

レーン上の強重力場を扱う理論の他、回転する高次

元ブラックホールの安定性解析理論、等の優れた業

績を挙げています。これらの業績は、それぞれ１つ

のみでも本賞の対象としてよい、極めて優れた業績

です。早田さんは、これらの基礎的な問題に対して

基礎物理学研究所

田中貴浩

大学院理学研究科

早田次郎

（注）この原稿は田中貴浩氏に書いて頂いた受賞紹介の

記事を基に、早田次郎氏本人により詳しい研究内容の

紹介を加筆して頂いたものです。両氏の了解を得て共

著として掲載させて頂きました。
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　今回私たち理学研究科附属天文台・宇宙物理学

教室のグループは、Hinode observation of the Sun 

and Magnetohydrodynamic Simulation（“ ひ の で ”

で観測した太陽と電磁流体シミュレーション）

というタイトルで出品し、学術映像優秀賞に選ば

れました。本作品内容は、“ ひので ” 衛星によって

初めて観測された太陽の新しい映像と、電磁流体

シミュレーションによって再現されたジェット現

象とを比較した４分程度の動画です。受賞理由と

しては、“ ひので ” の美しい高空間分解能の映像に

加えて、電磁流体シミュレーションによってモデ

ルと比較し、直接は目に見えない現象の物理を明

らかにしようとしている点が学術映像として高く

評価されたそうです。また太陽全球を交叉法によっ

て３次元的に見えるような立体動画を取り入れた

点も評価されました。

　制作する際には、太陽研究者でない人にもわかり

やすいようにと動画と解説とが交互に表示されるよ

うに工夫しました。普段の学会発表などと違い他分

野の人にも分かりやすいようにと配慮した結果、こ

のように評価して頂けて非常に光栄です。普段から

花山天文台の一般公開やオープンキャンパス等で、

一般の人にいかにわかりやすく説明すればいいかと

試行錯誤していた経験が活かされたのではないかと

思います。

　授賞式と一緒に、受賞映像鑑賞会も行われました。

学術映像大賞には東欧のカーニバルの映像を比較

し、そのルーツを探るという文化人類学の作品が選

ばれました。映像と音声とが非常に効果的に編集さ

れていて、初めてみる自分にもとても興味深く感じ

られました。他にも理学的な作品から、工学的、人

文科学的な作品まで様々な分野の作品に触れること

ができ、非常に刺激を受けました。入選作品は「京

都大学総合博物館学術映像博 2009」（2009 年 8 月

5 日～ 12 月 10 日）で上映されました。さらに京

都大学国際シンポジウム「学術研究における映像実

践の最前線」（2009 年 12 月 11 日～ 13 日）が開

催され、学術映像に関して議論がなされました。私

は参加者でもあり GCOE セミナーにもいらっしゃっ

た米国自然史博物館の Carter Emmart 博士とも議論

する機会に恵まれました。

ニュース

京都大学総合博物館・学術映像コンペティション、
学術映像優秀賞を受賞して

   大学院理学研究科　附属天文台　D3、太陽プラズマ物理学
西塚直人

奥村 純

清水雅樹

     大学院理学研究科　宇宙物理学教室　M1、理論天文学 

同志社大学　助教、流体物理学

　昨秋京都大学総合博物館主催で学術映像コンペ
ティションが開催されました。学術研究にとって映
像とは何なのか、「学術映像」と他の映像とは何が
違うのかなどといった、学術と映像をめぐる議論を
活発化するために今回初めて企画されました。宇宙
や自然、生物を対象とした映像、医学・医療・心理
学の映像、民族誌・人類学の映像、社会・文化研究
の対象となるドキュメンタリー映画など、文理を問
わず学術研究に寄与するあらゆる分野の映像が出品
されました。
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図１：授賞式にて ( 左から共同制作者：清水雅樹、西塚直人、奥村純 )

　今回の映像コンペティションを通じて、学術映像

は異分野間交流を盛んにするだけでなく、広く一般

の人にインパクトを与えることのできる重要な手段

であると感じました。今後もこのような学術映像コ

ンペティションが継続して開催されるといいなと思

います。
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　基礎物理学研究所に統計力学部門が設立されたのは、久保亮五教授が東大定年後に基研に移って

きた 1980 年のことであった。この部門は年限付であったために、非線形動力学部門、非平衡物理

学部門と名を変えつつ存続し、2007 年に至って最終的に統計動力学部門として恒久化した。この

名称は文科省向け、或いは基研内部での正式名称である。しかし理学研究科では物性基礎論：統計

動力学という分科名を用いているだけでなく、基研内部でも殆どの場合は物性理論分野の一部とし

て扱われて独立したユニットであるという認識は持たれていない。ある程度物理学に馴染んだ人に

は研究室の名称の変遷或いは歴代の主宰者である久保、蔵本、池田、関本、太田 ( 現理学部教授 )

等から研究対象がほぼ想像がつくかと思う。つまり統計力学分野の中でも非平衡寄りの分野が研究

対象になっている。因みに統計力学の分野で最も権威の高い Boltzmann medal を日本人で受賞し

たのは当講座初代教授の久保亮五と７０年代の基研の物性理論の教授であった川崎恭治である。そ

して近年の当講座の三代の教授である関本、太田、早川と基研の助教授から現在理学研究科物理教

室で教授を勤める小貫は川崎スクールの出身である。

　ところで統計力学とは研究対象なのだろうか。既に教科の名前であり、研究の対象になるとは想

像し難いかもしれない。これは専門家の間でも意外と深刻な問題である。実際、IUPAP( 国際物理

学応用物理学連合 ) のコミッション 3(C3) が統計力学の分野を統括しているが、近年特にプラグマ

ティックなアメリカでその帰属意識が低下して 1986 年を最後に C3 の国際会議 STATPHYS での北

米開催がない。しかし統計力学の特に非平衡分野は森羅万象なんでもありの世界で、物理に留まら

ず全ての理学分野にまたがるあらゆる現象は勿論のこと、社会科学迄含めて自由に研究している分

野である。従って 15 年程前には複雑系という言葉に呑み込まれそうになったし、題材が多岐にわ

たるため既に統計力学でも何でもなく、下手をすると自分の研究の立ち位置や将来性について不安

に苛まされる分野でもある。実際、対象が多岐にわたるということは各論的にならざるを得ず原理

的な発展が望みにくい。その一方でオーソドックスな非平衡分野の研究のイメージと言っても久保

公式以降のそれを持ち辛いという悩みがある。それでも近年、非平衡統計力学で各論的な話から普

遍的な法則を求める流れが再び盛んになり、近年面目を一新している。その成果として久保公式や

Onsager の関係式を一般化したゆらぎの定理、熱力学第二法則と密接に関係して今やゆらぎの定理

の一部に組み込まれた Jarzynski の等式等、幾つかの興味深い恒等式が提出され、熱平衡から遠い

系での久保公式の一般化等のような 50 年前にあったような試みも再び盛んになっている。　

　系が非平衡になるためのみならず平衡系への緩和するためには散逸が必要である。実際、完全な

ハミルトン系では時間反転対称性があるので本質的な系の時間発展がない。従って、非平衡系を研

物性基礎論：統計動力学研究グループ

研究室紹介

スタッフ
教授        早川 尚男 
准教授     村瀬 雅俊
助教　     和田 浩史 

早川尚男
基礎物理学研究所
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究するということは散逸がどのように現れ、それが系の挙動にどう影響を与えるかということであ

ると言ってよい。こうした研究のバックグラウンドの中で、当研究室では散逸非平衡系の一般論の

他、粉体やナノスケールの物理、生物物理等を手掛けている。その中で幾つかの研究内容について

簡単に紹介していこう。

　砂やゴマのような巨視的な大きさを持つ粒子の集まり粉体と呼ぶ。図の写真はゴマであるが、ゴ

マを特徴付けるものは何であろうか。この写真に写っているゴマ粒の数は数千から数万といったと

ころである。従って熱力学極限とは程遠い数である。また見ての通り、粒はそれぞれ形状を保った

ままお互いに離れた状態を保っている。つまり主たる相互作用は斥力相互作用である。更に自発的

な運動はなく、外場によって力を加えてもその力を取り除けば速やかに減衰してしまう。このよう

に外力がなければ静止してしまう散逸多体系であることが大きな特徴になっている。 

　

　このような粉体は土木、薬学、化学工学、機械工学、地学等いたるところで応用があるばかりか、

その振る舞いは固体、液体、気体とも異なった特異なものである。このような物質の物理に長年取

り組み、ようやく研究成果が出始めた段階である。その顕著な成果の一つは粉体の液体論の構築で

あり、もう一つは液体的状態から固体的状態への転移であるジャミング転移の物理的メカニズムを

明らかにしつつある点である。思ったより不思議でないこの粉体は統計力学の好個の対象であり、

その理解を進めるためには間違いなく過去の学問の蓄積を総動員しなければならない。

　既にゴマや砂粒のような粉体を構成する巨視的な物体の相互作用は散逸的と記したが、それはど

の程度自明なのだろうか。こうした問いかけは粉体のモデル化に必要である。話を簡単にするため

に正面衝突する２つの球形の物体を考えてみよう。一般に自由度が大きければ熱力学第 2 法則に

よって並進速度等のマクロな自由度は内部自由度に分配される。逆に内部自由度がマクロ自由度に

転換できる機械があれば極めて便利であるが、それを禁止しているのが熱力学である。従って衝突

によって減速するのが正常な反発である。反発係数を導入したら 0 と 1 の間にあると考えるのが

自然であろう。しかし熱力学極限が取れない程度に粒を小さくしていったらどうなるだろうか？例

えば線形バネで結ばれたハードコア粒子が 1 次元線分を対称に運動しながら衝突をすると膨張モー

ドで衝突すると必ず反発係数が１を超える。このように自由度が小さな系では必ずしも反発係数が
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１より小さいとは限らない。実際、分子数が 1000 程度のナノクラスターの衝突では初期の内部の

熱運動の影響が並進自由度に逆流し、反発係数が１を超える確率が有限に現れ、衝突でエントロピー

が衝突で減少することがある。また斜め衝突であれば反発係数が１を超えることは勿論、負になる

こともある。このようなナノスケールの低エネルギー衝突は従来よく調べられているとは言い難く、

ナノスケールの熱機関の制御を考える上で応用上も重要になると思われる。( 下図は斜め衝突の模

式図と衝突角度γが大きいと反発係数が負になる様子を示している。実線は理論曲線 )。

　最近、当研究室では、せん断粉体系での非平衡定常状態の普遍的性質に特に着目している。特に

濃厚粉体系のジャミング転移と散逸粒子系の液体論で進展がある。まずはジャミング転移について

の紹介をしたい。せん断等の外力をコントロールした場合、或いは密度を変えた場合には液体状の

状態からガラス状或いは固体状の動かない相に変化する。このゼロ温度での非平衡相転移をジャミ

ング転移と呼ぶ。ジャミング転移は液体状態では物質の硬さがないものが硬さを持つ固体的な状態

へ変化する相転移とも言えるし、或いはせん断率がゼロの極限で降伏応力のない状態（接線応力が

ゼロ）から有限の降伏応力を持つ状態への相転移と捉えることも可能である。我々のグループで

はこのジャミング転移に対して接線応力 S が下図のようなスケーリングを充たすことを見出した。

ここでのスケーリング。Φはジャミング密度からのずれ。yφ ,yγ はスケーリング指数。様々な次元、

Φのデータを重ね書きしたもの。図の左側で水平に伸びている分枝はせん断速度がゼロの極限でも

有限の降伏応力を持つことを示すジャミングを表し、左下に伸びている分枝はせん断速度がゼロに

なると接線応力がゼロになる液体的分枝を表す。
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　このようなスケーリングとその平均場理論は当初、粒子間相互作用に摩擦の含まれていないモデ

ルに対して発見したものであるが、最近の研究では摩擦によってヒステリシスが生じ、臨界密度も

沢山あるような複雑な系でも同じ臨界指数が使えることが分かってきた。

   

　上の２つの図は摩擦のある粉体系の 2 次元シミュレーションから左図がせん断応力がせん断速

度に応じてヒステリシスの存在を示した図であり、右図は摩擦係数の関数としての臨界面積占有率

を図示したものである。ヒステリシスはせん断速度を徐々に減少させた際に応力の大きな固体的な

相が準安定になり、せん断速度を上げていったときには液体的な相が準安定になっていることを示

している。一方、右の図では摩擦がない系では臨界密度は１つしかなく、それはランダムパッキン

グの密度と一致しているのが摩擦係数を入れたモデルを扱った瞬間に液体的分枝と固体的分枝の臨

界密度が各々異なった値を取り、更にヒステリシスが現れることで更に２つの臨界密度 ( 都合 4 つ

の臨界密度 ) が現れることを示している。このような非平衡相転移は有限温度系にも拡張できる普

遍的なものであると思われ、当研究室では集中して研究を行っている。

　ジャミング密度より低くても粉体の液体は通常の水等の液体とはかなり異なった性質を示す。し

かし最近分かってきたことは少なくとも摩擦のない粉体で有効なリュウビル方程式から出発した統

計力学的な記述は量子系も含めた散逸のある非エルミートな系で普遍的に成立し、非平衡定常状態

を記述する一般論を与えることである。その中で時間反転操作に頼らない古典及び量子系のゆらぎ

の定理の導出や線形応答理論を拡張した一般化 Green-Kubo 公式の導出に成功している。粉体等の

散逸系の統計力学が一つの大きな普遍的なクラスを構成していることは著者がその研究を始めた頃

には思いもよらないことであった。

　当研究グループでは、構成人数はそれほど多くないが定期的に外国人のゲストが滞在し、2009

年に 5 週間にわたる滞在型国際会議を主宰し、国際的な共同研究を行う等活発な研究活動を行っ

ている。勿論、この研究紹介で紹介したテーマは研究室で行われている研究のごく一部に過ぎない

が、久保・川崎の伝統を引き継いだ正統的な統計力学の研究を行っていることは理解して頂けたの

ではないだろうか。またこのような研究を伝統ある基礎物理学研究所で行う機会があることの意義

は大きいと思われる。今後の研究の進展を期待して欲しい。
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   第三回市民講座
           「宇宙と物質の謎に迫る」

　日時：2010 年 10 月 30 日（土）

　　　　午後 1 時～ 5 時 30 分

　場所：京都大学百周年時計台記念館

　　　　大ホール
　●●●   講演プログラム   ●●●

　１.「地球上はソフトマターで満ちている」　

　     太田隆夫　

　　  京都大学大学院理学研究科   物理学第一教室　教授

　２.「スーパーストリング －奇跡の究極理論ー」　 

　    畑　浩之　

　　京都大学大学院理学研究科　物理学第二教室   教授

　３.「母なる星太陽の謎」　

　    一本　潔　

　　  京都大学大学院理学研究科   附属飛騨天文台   教授
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　　  発　行 : 京都大学グローバル COE 
　　　　  　　「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ー」
　　　　　　　  　　　　　　  　　         アウトリーチ委員会
　　　　  　　〒 606-8502 京都市左京区北白川追分町　
　　　　　     　         京都大学大学院理学研究科 物理学教室内
　　　 　　  　　　　　　　  　           グローバル COE 事務局
　　　　  　　TEL ／ FAX：075-753-3758
　　　　  　　e-mail：gcoe-reach@scphys.kyoto-u.ac.jp

　 アウトリーチ委員会
　   柴田 一成　〔head〕理学研究科　附属天文台
　   太田 耕司　〔委員長〕理学研究科  宇宙物理学教室
　   九後 太一　基礎物理学研究所
　   高西 陽一　理学研究科  物理学第一教室
　   市川 温子　理学研究科  物理学第ニ教室
　   国友 浩　   基礎物理学研究所
　   鶴 剛　      理学研究科  物理学第ニ教室
 

　今号では、さまざまな賞の受賞の報告が相次ぎ、大変喜ばしい限りです。
　さて、私は今年度より GCOEアウトリーチ委員会のメンバーになり、ニュースレター
の編集に参加させていただくことになりました。正直な所、これまでニュースレターが
配布されてきても、ちらっと見て興味を惹かれた所だけ拾い読みして、あとはポイっと
いう感じでした（編集者のみなさん、申し訳ありません！）。言い訳をさせていただくと、
みなさんもお感じかと思いますが、今時、情報が満ち溢れていて、座っているだけでど
んどん入ってくる配布物、e-mail、web など、真面目に全部に目を通していると、それ
だけで１日が終わってしまいますね。例えば、昨日、迷惑フィルターを掛けた後に残っ
た e-mail の数が約 130 通。出張して戻ってくると机の上には配布物がどっさり。みなさ
ん、どうやって対処されているのでしょう？ e-mail に関しては、私は、実は、すぐに対
処しない、という戦術を取っています（と、いうか結果的にそうなってしまっている）。
ちょっと寝かせると、自分でなくとも解決する問題は解決していて、自分でないとだめ
な問題だけ残ってきます。この方法によって、周りの人には相当迷惑をかけています。
配布物については、ちらっと見て、自分の興味の対象かどうかで、ばっさりと処理して
いきます。そういう方は多いのではないでしょうか。では、編集委員としては、どうす
るべきでしょうか。１. できるだけ興味を引きそうなタイトル、内容を用意する。２. そ
の情報に価値を見出す人が必ずいるはずなので、めげずに情報を発信しつづける、といっ
た所でしょうか。例えば、今号の多数の受賞報告は、関係者の人にとってはとてもうれ
しい記事であり、周辺の研究室の研究者にとっては、いい刺激になりますね。と、いう
ような事を思いつつ、アウトリーチ委員会に出席している今日この頃です。（市川 温子）

編集後記

 

記者紹介

１頁　講演会報告
「京都大学基礎物理学研究所主催・仁科記念講演会報告」 

酒井  学  （さかい  まなぶ）

基礎物理学研究所　
素粒子論グループ　D1
専攻：素粒子論

5 頁　受賞紹介
「柴田大教授の日本学術振興会賞受賞」

木内  健太  （きうち  けんた）

基礎物理学研究所　研究員
専攻：一般相対性理論・重力波

４頁　受賞紹介
「前野悦輝教授にマティアス賞」 

中村  壮智  （なかむら  たけとも）

物理学第一教室
固体量子物性研究室　博士後期課程　D2
専攻： 超伝導

６頁　受賞紹介
「柴田一成教授〝ナイスステップな研究者〟受賞」 

西塚  直人  （にしづか  なおと）

宇宙研究開発機構 (JAXA) 
宇宙科学研究所　研究員
専攻：太陽プラズマ物理学

公開講演会お知らせ

※所属は発行時のもので執筆時のものとは異なる場合があります。

申し込み方法等は、近日中に GCOE ホームページ、
ポスター等でお知らせします。


