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素粒子理論研究室
Elementary Particle Theory Group

我々の研究室では、宇宙の基本構成要素である素粒子の
理論的研究を行っています。この世界は何から出来てい
るのか。それらはどのように相互作用しているのか。そ
れらの背後にある法則は何か。この法則のもとで宇宙は
どのように進化しているのか。この様な「究極の疑問」
に答えるべく、これまでの理論的・実験的研究を基に、
より基本的な自然法則を見出そうというのが、素粒子理
論の研究です。

素粒子理論とは

前世紀初頭の相対性理論と量子力学の発見は、人類の自
然認識を根底から覆しました。高エネルギーでの粒子の
振る舞いは特殊相対性理論に従い、ミクロな領域の物理
を考えるには量子力学が必須になります。素粒子物理学
では高エネルギーかつ微小な領域を扱うので、この二つ
の理論を同時に取り入れた枠組みが必要になります。そ
れを実現するのが相対論的場の量子論です。この理論で
は、素粒子はすべて「場」で表され、素粒子は場の振動
を量子化した結果として出現します。反粒子の存在もこ
の理論から自然に予言されました。
この場の量子論は、特殊相対性理論と量子力学を統合し
た美しいものですが、重力相互作用をこの枠組に取り入
れるには、一般相対性理論と量子力学とを統合する必要
があります。この重力の量子化は古くからの難問ですが、
この解決には、素粒子を 1 次元的な広がりを持った「弦」
であると考える超弦理論が有望視されています。我々の
研究は、この場の量子論や超弦理論などを用いて行われ
ています。

素粒子物理学の
現在

素粒子標準模型に含まれる素粒子とその
相互作用

フェルミオンであるクォークやレプトン
は物質の基本構成要素です。ゲージ・ボ
ソン達はその交換によってそれぞれに対
応する相互作用をつかさどります。唯一
スピンを持たないヒッグス・ボソンは電
弱対称性の破れと素粒子の質量に対して
非常に重要な働きをすると考えられてい
ますが、この粒子はごく最近ようやく発
見されました。

現在、素粒子物理学においては標準模型と呼ばれる理論が確立しています。この標準模型の柱の一つ
である Glashow-Weinberg-Salam (GWS) 理論は、電弱相互作用を記述する理論として 1970 年代初頭に
提案されました。この理論は 100GeV 程度の大きさを持ったパラメタを理論のスケールとして含みま
す。当初は 100GeV と言うのは実験的に未到達の領域でしたが、1983 年に弱い相互作用を媒介する約
100GeV の質量を持った W ボソンと Z ボソンが発見され、GSW 理論の正しさは決定的になりました。
さらに 1995 年には最後のクォークであるトップ・クォークも発見され、同時期に LEP 加速器などによ
り標準模型が量子効果も含め正しいことが確かめられました。
標準模型の完成に最後まで残されたのはヒッグス粒子の発見でし
た。2010 年に本格的に稼働をはじめた LHC において、2012 年 7 月
に約 125GeV の新粒子が発見され、2013 年の 3 月にはその新粒子
のスピンなども測定されこの粒子はヒッグス・ボソンであるようだ
と発表されました。このヒッグス・ボソンの発見により、100GeV
程度のエネルギー・スケールまでの物理法則がようやく実験的に確
立したことになります。この標準模型の確立は人類の新たな知識の
獲得ですが、標準模型自身には理論的に不満足な点も多く見られ
ます。

2015 年からはエネルギーを約 2 倍にしての LHC 実験が行われ、新
しい結果も報告されています。また、日本が有力な候補地として挙
げられている ILC の建設計画も進められています。これらの実験
によって今後は標準模型を越えたエネルギー領域が切り開かれて
いくことになります。一方で、標準模型を越えた物理の探求には、
その理論的に深い理解、新しいアイデアの創出が欠かせません。標
準模型を越えた物理「Beyond The Standard Model」を探す今、既
存の理論の枠にとらわれない柔軟な思考が求められています。

我々の研究室の研究テーマの一部を紹介します。

I 場の量子論の方程式は、無限大の変数を含む非線形方程式であり、物理的に興味のある系に対してそ
場の量子論の の厳密解を求めることは通常不可能です。場の量子論の系統的近似法としては、場をさざ波の重ね合
非摂動論的研究 わせで近似する「摂動論」が代表的なもので、場の量子論の摂動論的定式化はよく理解されています。
また、この摂動論的量子化の立場からは、素粒子の存在が自然に導かれます。
一方、強い相互作用におけるカイラル対称性の自発的破れやトンネル効果など、自然界にはこの「摂
動論」では、理解できない現象が確かに存在することも知られています。こうした「非摂動論」的な
現象を第一原理から研究するには、場の量子論の非摂動論的定式化とそれに基づいた解析が必要です。
実 は 、驚 く べ き こ と に 、素 粒 子 標 準 模 型 自 身 、そ の 非 摂 動 論 的 定 式 化 は 知 ら れ て お ら ず、
標 準 模 型 の 非 摂 動 論 的 定 式 化 を 見 出 す こ と は 素 粒 子 理 論 の 大 き な 課 題 に なって い ま す。
この問題は、量子効果によって古典力学の対称性が
破れるアノマリーという現象と深く関連していま
す。また、従来の素粒子模型は、摂動論的な描像に
基づくものが主でしたが、今後は場の量子論の非摂
動論的ダイナミクスを本質的に用いた素粒子模型が
重要になる可能性も大いにあります。こうした、場
の量子論の新しい可能性、未踏の地を切り開くよう
な理論的・数値的研究を精力的に行っています。こ
うした研究には大学院生の方にも全面的に参加して
もらっており、多数の共著論文を発表しています。
右記のグラフは、大学院生による超弦理論の場の理
論的記述の研究に関連するものです。
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II 現在、実験的に検証されている限りで最も基本的な物理理論は標準模型と呼ばれるものであり、約 10
素粒子現象論 のマイナス 18 乗メートル（原子核の 1000 分の 1）の大きさまでの物理を正しく記述します。2012 年に
はヒッグス粒子が発見され、LHC 実験の最先端はヒッグス粒子の精密検証のフェーズへと移っていま
す。一方で、実験・観測の進展により標準模型を超えたさまざまな現象が見つかってきています。なか
でもニュートリノがゼロでない微小質量をもつことや暗黒物質の存在することは疑いないものとなっ
ており、その起源を明らかにすることがますます重要になってきています。
特に我々は標準模型において全ての粒子の質量の起源となっている「電弱対称性の破れ」がどのよう
に実現されているのかに興味を持って研究しています。標準模型においてヒッグス粒子の質量はパラ
メタですが、発見されたヒッグス粒子の質量は理論的に “自然な” 値ではありません。この標準模型に
内包された問題が電弱対称性の破れの起源に強く結びついていると考えられています。我々はそのよ
うな物理が何であるかについて想像を巡らし、それを実験や観測からどのように検証すればよいのか
を考察しています。また比較的新しい考え方である、超高エネルギーでの境界条件による理解など新
しい可能性についても模索しています。
April 23, 2021
ニュートリノ研究は日本が世界をリードする分野で
すが、ニュートリノの質量の起源は未だに明らかと
なっていません。大統一理論や暗黒物質との関係を
含めてさまざまな可能性が議論されています。また、
暗黒物質の検出を目指す実験が多数行われています
が、より強い制限が更新され続けており、これまで
に想定していなかった新しいタイプの暗黒物質が注
目を集めてきています。右記のグラフは、そのよう
な暗黒物質を予言する大統一理論の予言を示したも
ののひとつです。ここ数年は新しい実験結果や観測
データが続々と発表されることが期待されており、
活気に満ちた研究分野となりつつあります。
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log10 MI [GeV] = 10.9077 ± 0.0877236,

出典： # AAAS website

http://www.aaas.org/

1

(1)

log10 MU [GeV]
= 16.5062 ± 0.155034,
# KEK website
http://www-jlc.kek.jp/

(2)

αU−1 (MU ) = 46.4664 ± 0.534818,

(3)

gR (MI ) = 0.47793 ± 0.00117796,

(4)

gB−L (MI )物理学専攻
= 0.387268 ± 0.00101859,
令和 3 年度 九州大学大学院 理学府
大学院入試説明会
gL (MI ) = 0.560713 ± 0.000714755,
素粒子理論研究室 https://sites.google.com/view/kyushu-het/home
gY (MI ) = 0.40673 ± 0.00058821.

(5)
(6)
(7)

gY については、GUT normalizationでRGEを走らせたあとに、SMのnormalizationに戻
したもの。

理論核物理 研究グループの紹介
「理論核物理」研究グループは理論物理の研究室の一つで、准教授１名、助教１名 (8
月退職)、大学院生５名、大学４年生２名で構成されています。理論原子核物理「クォー
クからハドロン・原子核、そして宇宙への応用」をテーマに研究を行っています。

原子より小さなスケール(サブアトミック)の物理から宇宙進化の謎に挑戦しています
ハドロンの存在形態

量子色力学 (クォークの基礎理論)
ハドロン 陽子・中性子など
の相互作用
(

)

(時空を離散化)

原子核の特性

状態方程式
強い相互作用の基礎理論(クォーク)から出発し、
多様な様相・形態をもつ原子核の特性解明を行い、
これらを宇宙物理へ応用(星の内部構造・元素合成)する
Figure 1: 理論核物理で行う研究内容 — ハドロンとは何でしょう? 原子核の特性とは
どのようなものでしょう? なぜ原子 (10−10 m) より小さなスケール (10−15 m) から、宇宙ス
ケールの理解が可能なのでしょう? これを理解するには何を勉強し、どのような研究を行
うのでしょう?

ハドロン物理とは? : クォークに基づく原子核物理
例えば、下図のように身の回りにあるペットボトルを拡大していくと、ペットボトル→
炭素原子→原子核→核子→クォークとミクロの世界を覗くことができます。ハドロンとは
陽子・中性子といったバリオン、湯川秀樹博士が予言し、南部陽一郎博士がその特性を見
事に解明した π 中間子などのメソンの総称で、その実態はクォークの複合体です。基本
自由度となるクォークは 6 種類存在 (小林・益川理論) し、その全てが素粒子標準理論の 1
つの柱である「量子色力学」に従います。では、なぜ基礎理論が既に存在するのに、研究

対象となるのでしょうか?
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も行なっています。
標準理論は成功した理論体系を有しますが、我々の身の回りの物質を記述していくため

には、そのまま適用することができません。 標準理論という強固な縦糸を紡ぎ合わせ、多
様な織物 (原子核、宇宙) を完成させる柔軟な横糸の役目を果たすのがハドロン物理です。
標準理論は、残念ながら今日まで摂動論を使ってしか解析的に (鉛筆と紙で) 解くこと
ができません。つまり、陽子や π 中間子といった粒子の計算ができません (例えば、クー
ロン力は標準理論で理解できますが、摂動論では水素原子を計算できません)。これでは、
横糸の役目など到底担えません。そこで、量子色力学の時空を離散化した「格子量子色力
学」と呼ばれる手法で、「富岳」をはじめとした国内のスーパーコンピュータを用いて、
大規模数値計算により非摂動論的に理論を解くことで、ハドロンを作り上げ、それら同士
の相互作用までを計算します。そして、得られた相互作用を様々なハドロンの存在形態、
多様な原子核の特性の解明に利用し、中性子星など高密度天体の宇宙現象へ応用していき
ます。このような大規模数値計算は、世界中でも、理論核物理研究グループを含めた日本
の数カ所の研究室のみでしかできません。このユニークな方法を用いて初めて、サブアト
ミックなスケールから原子核・宇宙の理解が可能になります。

(1) ハドロンの存在形態
クォークは 6 種類もあるので、その複合体としてのハドロンは実に多種多様な物性を示
すことが期待されます。ハドロンは現在までに最低でも 400 種類は存在するであろうと実
験研究でわかっています。ところが、それらのほとんどが、クォーク 2 個または 3 個から
できていると理解されます。クォークを 4 個、5 個と含むようなハドロン (エキゾチック・
ハドロン) はその存在は否定されないのですが、未だに確立していません。
近年では、高エネルギー粒子衝突実験 (日本の Belle、欧州の LHC、中国の BESIII) から、
エキゾチック・ハドロンの候補に関する報告がたくさんなされるようになりました。これ

らエキゾチック・ハドロンについて格子量子力学を用いて理解を深めることは、クォーク
の結合様態を理解することに直結し、挑戦的な課題となっています。
また、上記の計算をより効率的に行えるように、報告された実験データの中から、本当
にエキゾチック・ハドロンが存在しそうな反応を見つけ出すことができる「深層学習を用
いた人工知能構築」の研究も始めています。この人工知能を用いて、より効率的に量子色
力学の性質解明に結びつけようと考えています。

(2) 原子核の構造と反応
陽子と中性子からなる原子核の中でも、不安定核と呼ばれる核種は、7,000〜8,000 ほど
存在すると予測されており、安定核とは大きく異なった性質を持つと考えられています。
不安定核は、宇宙進化の過程で重い元素 (例えば金やウランなど) が作られる際、それら
の種として非常に重要な役割を果たしたと考えられています。不安定核の性質の解明は、
「宇宙進化と元素の起源」という、壮大な研究テーマと深く関わっているのです。

不安定核の性質を探る重要な方法が、分解反応の研究です。上の図に示すように、不
安定核を安定な原子核にぶつけると、安定な原子核の欠片 (かけら) に壊れます。この欠
片を捕まえて分析することで、最初に飛んできた不安定核の性質を知ることが出来るので
す。九大理論核物理グループは全国的な組織を作り、理化学研究所の実験グループと協力
して、このような分解反応の研究を推進しています。特に、軽い不安定核の分解過程を高
い精度で記述できることに研究の特色があります。この研究を支えているのが、九大グ
ループが独自に開発した反応計算の手法「離散化チャネル結合法」です。この手法を武器
に、本研究室は世界的な不安定核研究の業績を上げています。

(3) 原子核から高密度天体へ
現在の原子核核物理における大きな課題の一つがハイペロンと呼ばれるバリオンを含
む原子核（ハイパー核）の性質の解明です。これらのハイパー核は、自然界では存在しな
いために、日本の東海村の大強度陽子加速器研究施設 (J-PARC) で人工的に生成していま

す。本研究室では、未発見のハイパー核を量子少数多体系の普遍的な計算方法で予言する
ことで、実験プロジェクトに大きく貢献しています。また、ハイパー核は、星が超新星爆
発した後にできる中性子星の内部に存在すると期待され、中性子星の質量・半径・内部構
造に重要な役割を果たすと考えられています。これらの情報は、宇宙で起きる中性子星ど
うしの合体で放出される重力波の周波数に密接に関連します。ハイパー核まで含めて、量
子色力学の状態方程式を得ることは、宇宙物理へのインプットであり、ハドロン・原子核
物理における目標です。

最後に
本研究室では、ハドロン・原子核の理論研究を行っています。理論研究の枠組みとし
て、量子色力学などの場の量子論、離散化チャネル結合法などの散乱理論、量子少数多
体計算法、また、深層学習による人工知能などを勉強し、研究へ応用してもらいます。ま
た、実験研究との関わりを重要視しています。実験結果と比較するには、非摂動論的に理
論をきちんと解く必要があります。それには、(大規模) 数値計算を必要とします。理論の
勉強に加えて、
「実験で観測されるものとは?」さらに、
「非摂動論的にどのように理論を
解くのか?」
「それを可能にするための数値計算のテクニックとは?」についても、勉強し
てもらうことになります。
上記のような様々なステップを経て、ようやく研究のスタートラインに立てる分野です
が、それに挑戦したい学生の皆さんを歓迎します！

九州大学宇宙物理理論 山本一博, 菅野優美
ホームページ：https://cosmologykyushu.wixsite.com/index
E メール：yamamoto@phys.kyushu-u.ac.jp, kanno.sugumi@phys.kyushu-u.ac.jp

宇宙物理学とは, 宇宙の成り立ちの根源を問う学問であり，理論物理学，宇宙論，重
力理論，天体物理学，計算科学，天文学といった多様な側面を持つ広い研究分野とテ
ーマが特徴です。研究室では，宇宙論と重力に関するテーマの研究を進めており，宇
宙の始まりと進化、そして宇宙を支配する物理の基本原理の検証を目指しています。
現在，スタッフ 2 名，特任助教１名、大学院生 7 名(内 1 名は理研に委託)，学部生 4
年 4 名が在籍しています。
宇宙論：宇宙の始まりには，インフレーション期とよばれる加速膨張の時代があり，現在の
宇宙の大域的構造を決定し，さらに宇宙の大規模構造はインフレーション期の量子揺らぎに
よって生み出されるというシナリオが標準模型となっています。Ia 型超新星や大規模構造等
の観測により，現在の宇宙は新たな第２の加速膨張の時代にあることもわかっています。下
の図は、そのような宇宙進化を模式的に表現した図です。宇宙の加速膨張の起源，暗黒物質
の起源は何か。宇宙の構造の起源は本当にインフレーション期の時空の量子ゆらぎなのか。
観測的宇宙論を通した宇宙模型と重力理論の検証、曲がった時空上の場の量子論や量子情報
科学を応用した宇宙と重力の根源的な問題について研究を進めています。
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量子情報科学と宇宙・重力 : 量子もつれを利用して量子状態を伝達する量子テレポーテーショ
ンが衛星を用いた地球規模の実験で成功するなど、量子情報科学分野は、次世代の量子通信
や量子計算への応用を目指して急速に発展しています。この分野の急速な発展は、ブラック
ホールの情報喪失パラドクスや量子開放系のダイナミクスといった理論物理学の原理的問題
に対しても非常に大きな影響を与えています。実は、重力が量子力学に従うのかどうかまだ
誰も検証していませんが、量子もつれを使うと検証が可能になるかもしれません。ノーベル
物理学賞を受賞したファインマンは、1957 年に重力の量子性を検証するための思考実験を提
案しました。これまで単なる思考実験でしたが、最近の量子制御技術の発展は、それを量子
重力のテーブルトップ実験として可能にしつつあります。この問題は、宇宙論にも重要です。
重力場は、一般相対性論では空間の歪みなので、重力が量子力学に従うならば、空間の歪み
の量子力学的な重ね合わせ状態ができることになります。量子もつれは、量子相互作用によ
ってのみ生まれるので、重力相互作用によってもし量子もつれが発生することを検出すれば、
重力が量子力学に従うことが検証できるのです。そんな可能性を理論的に研究しています。
曲がった時空上の場の量子論：インフレーション期に量子揺らぎは引き伸ばされて，宇宙の
構造の起源や原始重力波を作り出すと考えられていますが、この他にも真空の量子揺らぎは
多様な物理現象を予言します。例えば，加速運動する観測者から真空状態を見ると，加速度
に比例する温度で熱的励起した状態に見えるという理論予言はウンルー効果とよばれていま
す。この予言は、ブラックホールの蒸発を予言するホーキング放射と対応関係があります。
これらの予言は、真空が時空の部分的領域に構成される量子状態の量子もつれ状態として記
述されるという真空の持つ非局所相関と深く結びついているので，その構造や検証可能性を
調べています。
宇宙の加速膨張の起源：アインシュタインが導入した宇宙項は，現在の加速膨張宇宙を説明
する標準模型となっていますが、究極理論である超弦理論からは，負の圧力を持つダイナミ
カルなエネルギー成分であるスカラー場が起源である可能性が示唆されています。加速膨張
を引き起こすこのようなエネルギー成分が観測可能な宇宙のスケールより大きなスケールで
空間的に非一様な新しい理論模型の観測的帰結を調べ、加速膨張宇宙の起源を探求していま
す。
インフレーション宇宙：プランク衛星の観測から、宇宙背景放射の温度揺らぎに統計的非等
方性が存在することが示唆されています。この統計的非等方性を説明するインフレーション
モデルの研究を行っています。また、インフレーション理論によると、宇宙の大規模構造や
宇宙背景放射の温度揺らぎは量子揺らぎが起源です。しかし、本当に量子揺らぎが起源だっ
たのかは証明されていません。原始重力波は、この量子揺らぎから直接生成されます。そこ
で原始重力波の量子性の検証を行うことでインフレーション理論の証明を目指しています。
最近の論文
ü
ü
ü
ü
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"Gravitational waves in Kasner spacetimes and Rindler wedges in Regge-Wheeler gauge:
Formulation of Unruh effect", Y. Sugiyama, K. Yamamoto, T. Kobayashi, Phys. Rev. D (2021)
"Noise and decoherence induced by gravitons", S. Kanno, J. Soda, J. Tokuda, Phys. Rev. D (2021)
"Entanglement and decoherence of massive particles due to gravity", D. Miki, A. Matsumura,
K. Yamamoto, Phys. Rev. D (2021)
"Gravity-induced entanglement in optomechanical systems", A. Matsumura, K. Yamamoto,
Phys. Rev. D (2020)
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粒子系理論物理学研究室
スタッフ：原田恒司、大河内豊、小島健太郎、田尾周一郎
協力教員：中里健一郎
HP: https://physicsthkyushu.wixsite.com/mysite

この研究室は2017年4月に発足しました。スタッフおよび協力教員はすべて基幹教育院に所属していま
す。また、2021年4月現在、大学院生として博士課程3名と修士課程3名が所属しています。
当研究室では、素粒子理論（場の理論や超弦理論）、原子核理論、超新星爆発など、多角的視点で理論
物理学の研究を行っています。相対性理論をきっかけに「宇宙の進化」が研究されるようになり、宇宙
は静止することなく、劇的な変化を繰り返して現在の姿に行き着いたことが明らかとなりました。ま
た、最近の宇宙観測から、宇宙には``見えない部分''（ダークマター・ダークエネルギー）が存在すること
が指摘されています。我々は、宇宙に潜む数多くの未知に理論的アプローチで挑戦しています。

ACTIVITY

セミナーや研修会

議論・共同研究

研究室では定期的にインタラクティブな形式でセミ

研究室での最も重要な活動は、学生が主体的に研究課

ナーや研修会などを行っています。発表者には非専門家

題を見つけ、研究室のメンバーのサポートを受けながら

にもわかりやすい言葉で最新の研究成果を発表しても

進め、形にすることです。形にするとは、修士論文にま

らい、それをもとに参加者で活発に議論します。

とめ上げるだけでなく、それを専門としない人にわか

ゼミ形式の勉強会
場の理論や宇宙論のテキストなどを学生が中心となって
読み進めます。当研究室では新たな試みとして、計算の
詳細を説明する動画をメンバー同士で共有するなど、蓄
積したファイルを後輩とシェアし互いに学び合うスタイ
ルを取り入れる予定です。

りやすく伝えることです。この点が学部教育と大きく異
なるところですが、研究室のメンバーがしっかりとサ
ポートしていきます。また、当研究室では、アクティブ
ラーナーの育成に主眼が置かれているため、自主的に
指導教員に議論を持ちかけたり、積極的に成果を他大
学や学会で発表する、自発的に行動する学生を歓迎し
ます。
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RESEARCH PROJECTS AND TOPICS
標準模型
標準模型は自然界を記述する基礎的な理論であり、ゲージ対称性
SU(3)×SU(2)×U(1)をもとに構築された理論である。このゲージ対称
性は、素粒子が受ける4つの力（重力、電磁力、強い力、弱い力）
のうちの重力を除いた3つの力に対応し、重力以外の素粒子の相互
作用ついて、標準模型は正しい記述を与えてくれる。2011年に
は、この理論の最後の鍵であるヒッグス粒子が実験的に見つか
り、この理論の成功がより強固なものとなった。
ヒッグス粒子が縮退した真空の一つの点に

大統一理論

落ちることで対称性が自発的に破れる

３つの力がゲージ対称性で理解できることに触れたが、この類似
性はひとつの深遠な可能性を示唆している。より大きなゲージ対称性（SU(5)やSO(10)など）の存在を仮
定すると、標準模型の対称性がすべてひとつの対称性に含まれることになり、3つの力について統一的な
理解が得られるのである。標準模型におけるヒッグス粒子は対称性の破れを起こし、現実の世界を記述
する重要な役割を果たしている。そのアイディアを拡張し、まだ見つかっていないヒッグス粒子が存在す
ると仮定すると、より大きな対称性が自発的に破れ、標準模型のゲージ対称性SU(3)×SU(2)×U(1)が生じて
きたと考えることができる。この３つの力の起源を統一的に記述する理論を大統一理論と呼ぶ。

超弦理論
超弦理論はアインシュタインの一般相対性理論と量子力
学を両立させる量子重力理論である。この2つの要請を4
次元時空の理論で実現することはまだできておらず、時空
を10次元に拡張した超弦理論が唯一の候補と言われてい
る。この理論の時空は10次元であることから余剰な6次元
が存在するが、この6次元を十分小さなスケールにコンパ
クト化することで、実際の観測結果と矛盾することの
ない理論が得られる。また、この余剰な次元の振る舞
いに応じて、4次元に生じる理論が異なり、その自由度

超弦理論には紐の他にDブレーンと呼ばれる高次元の物体
が存在する。それを用いたゲージ理論の閉じ込め問題へ
アプローチ。Phys.Rev. D87 (2013) no.4, 045006 より引用

を利用することで、標準模型を弦理論の枠内で構成す
ることも可能となっている。量子化された重力理論が必要になってくるのは、極めて重力の作用が強く
なる、ブラックホールの特異点付近や、宇宙の創生の時期である。こうした物理現象を真に理解するた
めには、量子化できる重力理論が必要なのである。

有効場理論
場の量子論は、素粒子の記述にだけ使われるわけではない。場の量子論のもつ普遍的な性質によって、
核子のような複合粒子の低エネルギーでの相互作用も系統的に扱うことができる。有効場理論を用いれ
ば、モデルによらない、一般的な解析を行うことができる。

量子論的に生み出された小さな球状の宇宙が、紐と
衝突することでトポロジーを変える様子。Phys.Rev.
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素粒子論的宇宙論
観測結果から、宇宙は昔に遡るほど、物質は密になり、温度は高くなり、そして、宇宙は小さくなる。
宇宙が誕生した直後では、量子力学的なサイズであり、それがインフレーションによって指数関数的に
膨張したと理解されている。このインフレーションとその後の宇宙の発展は、素粒子論と密接に関わっ
ており、粒子がどのような結合をもち、どのような性質を持つかによって宇宙の発展が支配される。現
在の宇宙には物質のみが存在し、反物質は自然には存在しないが、そのメカニズムを理解するためにも
素粒子論は不可欠である。またダークマターの存在も実験から示唆されているが、その物質の素粒子論
的性質も宇宙の創生を知るうえで重要である。

宇宙紐と呼ばれる物体同士の衝突により、別の宇宙が内部に生成されている様子。JHEP 1401 (2014) 165より引用

余剰次元模型
超弦理論が10次元の時空の存在を示唆するように、この自然界には、4次元目以上の空間次元である
「余剰次元」が隠されているかもしれない。余剰次元を持つ場の理論は4次元理論にはない興味深い性
質を有している。例えば、局所的なローレンツ対称性が拡大することで、フェルミオンやゲージ場など
の性質が4次元時空の場合とは異なる。また、余剰次元に非自明な幾何学を仮定すると、低エネルギー
に生じる粒子スペクトルが制限される。こうした性質を通じて、余剰次元の存在が素粒子物理学や宇宙
論における未解決の問題を解く鍵を与える可能性がある。そのため、余剰次元を持つさまざまな模型を
構築し、その性質や予言や検証可能性を調べることが重要となる。

超新星爆発

超対称ゲージ理論と双対性

太陽より約10倍以上重たい星は、その進化の最後

双対性は、90年代に大きく進展した理論間の対応

に自らの質量を支えきれなくなり重力崩壊をす

関係である。2つの異なる理論の間に対応関係が見

る。その結果、超新星爆発が起こって中性子星が

つかったとすると、その関係を用いて、ひとつの理

残されたり、ブラックホールが形成されたりする

論である問題が解けなくても、もうひとつの理論

と考えられている。しかし、その全容が理論的に

でその問題を解くことが可能となる。このよう

解明されたとは言い難いのが現状である。重力崩

に、双対性は極めて強力な手法となる。一般に、

壊した星の中心部では非常に高密度な状態とな

双対な理論を見つけることは非常に難しい問題で

り、原子核や素粒子といった微視的な物理過程が

ある。超対称性を保つ理論では、この双対関係を

爆発のダイナミクスにあらわな影響を与え、同時

調べやすく、その結果として、ゲージ理論の強結合

に大量のニュートリノを宇宙空間に放出する。

領域におけるダイナミクスや真空の相構造の理解が

よって、この現象を正しく理解するためには、大

できるようになった。これらの結果から強結合領

型検出器によるニュートリノの観測とともに、粒

域では閉じ込め現象に限らず多くの興味深い相が現

子系物理学に基づく理論研究が不可欠である。

れることが理解された。
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EDUCATION
修士課程1年次のゼミで利用した文献の例
• Mark Srednicki "Quantum Field Theory" (Cambridge University Press)
• Barton Zwiebach "A First Course in String Theory" (Cambridge University Press; 2nd edition)
• Steven Weinberg "Cosmology" (Oxford University Press)
• Peskin & Schroeder "An Introduction To Quantum Field Theory" (CRC Press)

修了生の研究テーマ例
• CP 対称性と一般化された大域的対称性を用いた SU(6) カイラルゲージ理論の相構造の研究
• ΛCDMモデルにおけるハッブル定数の不一致問題と5次元ゲージ理論による Early Dark Energyの実現
• 真空崩壊におけるバブル時空の形成と触媒効果による宇宙定数の決定
• ヒッグス多重項の質量分離を用いたSO(10)大統一模型の解析
• 6次元時空上の大統一理論における細谷機構と対称性の破れのパターン

MESSAGE
当研究室での研究を希望する学生へ
この研究室では、多角的視点で理論物理学を研究するとともに、生涯学び続けるアクティブラーナーを
育成する教育にも主眼が置かれています。研究室に所属する大学院生には、理論物理学の研究能力を高
めるだけでなく、積極的に研究に取り組む態度、研究室のメンバーとの共同作業や議論、そして物理を
専門としない人への情報発信（アウトリーチなど）に積極的に取り組むことが期待されます。研究室配
属を希望される方は、本研究室の方針や特色を十分に理解するためにも、遅くとも大学院試験前まで
に、当研究室ホームページ ( https://physicsthkyushu.wixsite.com/mysite ) に設置されたフォーム等から必
ず連絡を取ってください。他大学からの連絡も大歓迎です。

研究室ホームページ

高校生へ向けたアウトリーチ活動

素粒子実験
教員：川越清以、東城順治、吉岡瑞樹(RCAPP)、音野瑛俊(RCAPP)、末原大幹、（新助教公募中）
学術研究員：2 名、テクニカルスタッフ：1 名、博士課程 5 名
修士課程：M2：6 名、M1：6 名、卒研生：7 名（以上、2021 年 5 月現在）
研究室 website: http://epp.phys.kyushu-u.ac.jp/
素粒子実験研究室は、ちょうど 10 年前、2011 年 4 月に創設された研究室です。私たちは最先
端加速器を用いて、素粒子と宇宙に関する実験的研究を行っています。
 物質の究極の構成要素である素粒子：素粒子の標準理論における 3 世代のクォーク・レプト
ンの研究を行い、さらに標準理論を超える新粒子・新現象の探索を行います。
 素粒子の間に働く力(相互作用)：自然界には 4 つの力(強い力、電磁気力、弱い力、重力)が
ありますが、これらの力は統一できるのでしょうか？電弱ゲージ対称性を破るヒッグス粒子
の研究を行い、質量の起源を解明します。
 素粒子研究から宇宙の起源や謎の解明：高エネルギー粒子の衝突で、宇宙初期を再現します。
また、宇宙の物質の大半を占める暗黒物質(ダークマター)の正体を探ります。

本研究室のメンバーは、以下の実験・プロジェクトに取り組んでいます。

1) LHC 加速器を用いたアトラス実験
LHC(Large Hadron Collider)は欧州合同原子核研究機構(CERN)が建設し、2010 年 3 月から本格的
な運転を開始した周長約 27 キロメートルの世界最大の衝突型加速器(コライダー)です。陽子と陽
子を世界最高の重心エネルギーで衝突させています。アトラス実験は LHC で行われている二大実
験の一つで、世界 38 カ国の 183 の研究機関からの約 1000 人の大学院生を含む約 3000 人の研究者
が協力して遂行しています。2012 年 7 月にはヒッグス粒子の発見に成功し、世界的な大ニュース
になりました（右下図）。アトラス実験では、1)質量の起源と考えられているヒッグス粒子の研
究、2) 宇宙のエネルギーの約 4 分の一を占めると考えられている暗黒物質（ダークマター）の候
補である超対称性粒子の発見、3)4 次元時空を超える余剰次元の発見、などノーベル賞級の発見
を目指した研究を大規模な国際共同研究で展開しています。LHC のアップグレードを段階的に行
い、2030 年代後半まで実験が
続けられる予定です。本研究室
はシリコン半導体製の内部飛
跡検出器の運転を担当し、ヒッ
グス粒子の性質の研究、比較的
寿命が長い超対称性粒子やそ
の他の新粒子の発見に力を入
れています。さらに、アトラス
測定器のアップグレードにも
取り組んでいます。アトラス実
験では、自分の興味に応じて、
素粒子物理の最前線で活躍す
ることができます。
アトラス実験で捕えたヒッグス粒子の生成・崩壊事象

2) 国際リニアコライダー計画
ILC は、電子と陽電子をまっすぐ加速して正面衝突させる次世代加速器で、長さ約 20 キロメート
ルの地下トンネル内に建設されます。電子が内部構造を持たないことから、ILC では衝突エネル
ギーのすべてを反応に使うことができ、背景事象の少ないクリーンな信号を得ることができます。
ILC でヒッグス粒子を大量生産して(ヒッグス工場)その性質を精密測定することで、その背後に
ある物理法則を明らかにできます。また、LHC では発見困難なタイプの新粒子を発見できると期
待されています。さらに、加速器を
延長あるいは高度化することで、よ
ILC 加速器
り高いエネルギーでの実験が可能に
なります。国際プロジェクトとして
日本に ILC を建設する計画が、日本
政府によって正式に議論されており、
米国や欧州との対話も始まっていま
す。本研究室では、ILC 実現のための
物理研究と測定器開発を国際協力で
進めています。ILC 計画は今後 1-2 年で正式に動き出すと見ら
れており、皆さんは大きな国際プロジェクトに立ち上げ段階か
ら関わるという貴重な経験を得ることができます。
3) 中性子・ミューオンを用いた基礎物理実験
LHC や ILC のようなエネルギーフロンティアのコライ
ダー実験だけでなく、茨城県東海村の J-PARC におけ
る中性子やミューオンを用いた基礎物理実験、素粒子
実験、新しい放射線検出器の開発など、比較的少人数
でできる研究も進めています。これらの中小規模実験
では、アイデア次第でコライダー実験ではカバーでき
ない領域にある新物理を探索できることもあり、互い
に相補的な関係にあります。素粒子物理学の実験的な
研究方法として、大型加速器を用いたコライダー実験
は王道といえますが、実験グループは数百人から数千
人にも及び実験期間も建設開始から 10 年以上かかり
ます。このような大型国際共同実験で活躍するために
は、比較的小規模な実験で十分に力を養うことも大切です。

測定器

J-PARC でのテスト実験

みなさんが、大学院第 11 期生になります。先輩たちは国内外の大学・研究機関、また企業・官庁・
教育機関で活躍しています。


ものつくり・機械いじり・電子回路いじり・コンピュータの(どれでも)好きな人、体力に自
信のある人、語学に興味のある人、どこでも生きていける人、いろんな所に行きたい人、海
外で活躍したい人、いろんな人と交流したい人



そして何より、意欲があって、物理の好きな人、知的好奇心の旺盛な人

どれかを満たせば大歓迎です。研究室を一緒に盛り上げていきましょう。

粒子物理学 専門分野
修士募集は２つの研究グループ「実験核物理」と「素粒子実験」がそれぞれ行う。
「実験核物理」研究グループでは入学後、以下に紹介する３つのグループのいずれかに属する。

実験核物理 ―「重元素核」グループ―
教員：森田浩介、坂口聡志、郷慎太郎、M:8 名、B4:3 名
周期表の拡大 —未踏の「第 8 周期」を目指して—
重元素核グループは「新たな原子核、新たな元素を世界に先駆けて合成し、その性質を探ること」を目
的としています。去る2015 年、理研・森田グループが合成した 113 番元素が国際純正・応用化学連合（IUPAC）
によって認められ、2016 年に「ニホニウム(元 素 記 号 Nh)」と命名されました。有史以来、現在までに 118
種類の元素が発見され、元素周期表の第 7 周期までが全て埋められています。
現在、私たちの研究室では、理化学研究所、米国 ORNL 研究所、九州大学などを中核とした総勢 80 名程
度の国際共同研究により、原子番号 119 番の新元素合成実験に乗り出したばかりです。119 番元素が発見
されれば、人類は初めて元素周期表の第 8 周期に足を踏み入れることになります。この研究は、「世界を
構成する元素は全部で何種類あるか」という紀元前からの問いへの挑戦であり、また「どこまで大きな原
子核が存在しうるか」という存在限界への挑戦であり、さらに超重元素・超重原子核に発現する新たな物
理学的・化学的性質の理解への挑戦でもあります。
新原子核の合成には重イオン同士の融合反応が用いられます。超重元素の生成率は非常に低いため、実験
を成功させるには、融合反応を詳しく理解することが極めて重要です。特に重要なのは、ラグビーボール型の
原子核に、どの向きからどんな速度でもう１つの核をぶつけるべきか、という点です。修士課程では、九大や
理研の加速器を使って上記のような融合反応のメカニズムを解明し、
さらに検出器等の開発を行います。
また、
理研における新元素合成実験にも参加します。博士課程にもこれまで複数名の大学院生が進学し、新元素合成
実験の最前線で世界的な活躍をしています。知恵と力を振り絞って、自分こそ新元素を人類史上で初めて目にする
者になりたい、という野心とガッツのある方、ぜひ一緒に研究を楽しみましょう！
核図表の拡大 —未知の「安定の島」を目指して—
現在合成されている超重元素は、瞬きをする間に崩壊してしまう儚い存在です。もし安定的に存在する超
重元素を合成することができれば、医療・工学分野での新たな応用の道を拓くことができるかもしれませ
ん。そのための鍵は、「中性子の数」です。より多くの中性子をもつ超重核を合成することができれば、
その寿命は既知の核より何桁も長くなり、人間の寿命すら超える可能性があります。核図表上において、
このような原子核の存在が予言されている領域を、「安定の島」と呼びます。当グループでは、通常の核
より多くの中性子を持つ中性子過剰核を用いた融合反応により安定の島へ辿り着くことを目指し、新たな検
出器を開発して中性子過剰核の融合反応機構の研究を開始します。新たな装置を組み上げてみたい方、どの
先輩もしたことのない実験を自分でデザインしてみたい方、ぜひ一緒に研究を楽しみましょう！

左図：周期表の拡大。未踏の「第 8 周期」へ

実験核物理

右図：核図表の拡大。未知の「安定の島」へ

[ここに入力]

http://ne.phys.kyushu-u.ac.jp

実験核物理 ―「スピン核物理」グループ―
教員：若狭智嗣、市川雄一、西畑洸希、M:8 名、B4:2 名
「私たちはどこから来たのか？」これは哲学におけるもっとも基本的な問いです。この問いを宇宙に対し
て向けると、「私たちの宇宙はどのようにしてできたのか？」となります。これは物理学の中でも最も重要
な謎の一つとなっています。そして、その宇宙の謎を解き明かすときに主役となるのが原子核です。
身の回りの物質を構成する原子、その中心にある原子核は陽子と中性子からなる多体系ですが、その性質
はどのようなものでしょうか？また、その性質を支配している強い力（核力）はどのような力なのでしょう
か？原子核が発見されて 100 年以上が経った今でも、これらは最先端な最難問として立ちはだかっており、原
子核の見せる多様性・複雑性の奥に潜む根源的な性質を見出すべく、様々なアプローチが続けられています。
我々のグループでは、特に「スピン」を武器として、上記の基本的かつ挑戦的な疑問に答えようとしていま
す。具体的には下記のような研究を展開しています。
(1) 核力・核応答の研究
加速器を用いて、調べたい対象（原子核）に刺激を与え、それに対する応答を観測するという極めてシンプ
ルな方法で、原子核に働く核力の性質を解き明かします。特に、原子核のスピンとアイソスピン（原子核
を構成する陽子と中性子を区別する量）を組み合わせることで、原子核の観たい性質のみに焦点を合わせ
る事が可能になり、原子核の素顔によりクリアに迫る事が可能になります。核力の持つ本質を垣間見るこ
とで、宇宙誕生初期のビッグバンからクオーク・グルーオン・プラズマ（QGP）を経て、量子色力学（QCD）
相転移による陽子・中性子の生成、そして原子核の形成と、現在の宇宙を構成する「物質階層の進化」
の解明に迫ります。下左図のスペクトロメータや中性子偏極度計、下右図の中性子検出器など、当グルー
プの教員が設計･建設に携わってきた大型測定器を駆使して、他所の追随を許さない実験を行っています。
(2) エキゾチック核の研究・基本対称性の研究
原子核のスピンをある方向に揃え、それを人工的に操作する技術を駆使して、宇宙における物質創生の謎に
迫る研究をしています。例えば、超新星爆発や中性子合体などの特異な天体現象の際に一瞬存在していたと
考えられるエキゾチック核の構造を、オリジナルのスピン操作RIビームを使って調べることで、身の回りの
元素がどのようにしてできたかを探求します。また、原子核自身を「実験室」として用いて、その核スピン
の制御・精密測定をすることで、標準理論を超えるCP対称性の破れを探索する、すなわち宇宙初期における
「物質」そのものの創成の起源に迫るという研究も行っています。
これらの研究は、基礎的な開発は九州大学で、そして加速器を用いた実験は主に大阪大学にある核物理研究
センターのリングサイクロトロン施設と理化学研究所にあるRIBF施設、最近ではカナダのTRIUMF研究所など海
外の研究施設でも行なっています。
修士課程から「自分の物理」と呼べるテーマを持って世界第一線の研究を行いたい、チームを組んで実験を
行いたい、他大学や外国の学生や研究者と交流したい、実験後のビールを堪能したいなど、どんな理由でも大
歓迎です。一緒に原子核という極限物質の魅力を堪能しましょう。
理化学研究所
中性子検出器
PANDORA

大阪大学・核物理研究センター
２アームスペクトロメータ系
+
中性子偏極度計 NPOL3
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[ここに入力]

http://ne.phys.kyushu-u.ac.jp

実験核物理 －「不安定核」グループ
教員：寺西高、M:5 名、B4:2 名

◯不安定核の実験的研究と新加速器施設の開発
安定核にくらべて陽子または中性子が過剰な不安定核の構造、反応、崩壊の性質について調べるこ
とは原子核理論の発展や宇宙での元素合成を理解する上で重要です。私たちは RI ビーム（核反応
により人工的に生成した不安定核のビーム）による実験を外部施設において行うほか、日常的な活
動として、九州大学の新加速器施設において宇宙核物理の実験や実験手法の開発を行っています。
[研究例]
l 原子核に陽子だけ、または中性子だけをどんどん加えていくと、最終的には核子の束縛系とし
て存在することができなくなります。この存在限界（ドリップライン）を超えた原子核（非束
縛核）は、共鳴状態としてごく短時間の間は存在し、観測することができます。極限状態での
原子核の性質を探るため、RI ビームを用いた実験で未知の非束縛核の探索を行っています。
l ビッグバンや天体の進化において重要な鍵となる核反応について研究するのが宇宙核物理で
す。天体核反応率を支配する安定核・不安定核の共鳴状態の研究を九州大学のタンデム加速器
や外部の RI ビーム実験施設で行っています。
l RI ビーム実験ではビーム粒子である不安定核を陽子等の軽い標的核に衝突させ、反応後に標
的からはじき飛ばされて出てくる粒子（反跳粒子）を観測します。このため RI ビーム実験に
特化した反跳粒子検出器系、実験手法、解析手法の開発を行っています。
l 宇宙核物理等の研究に有用なエネルギーの低い RI ビームの生成法やタンデム加速器を使った
簡便な RI ビーム生成法の開発を行っています。
[新加速器施設での活動]
九州大学のキャンパス移転に伴って 2014 年度に稼働したばかりの新タンデム加速器システムの開
発を当グループが中心に開発・整備を進めています。例を挙げると、イオン源開発、電子回路製
作、コンピューター制御システムの構築、機械工作等を行っています。また、上記の研究を進める
上でも、検出器製作、データ収集システム構築、データ解析、コンピューターシミュレーションな
どに取り組んでいます。日常の活動を通して、各自が興味をもった技術を習得したり、得意分野を
伸ばしたりすることができます。自分たちで開発した装置で自由自在に核物理実験を行うことがで
きます。

タンデム加速器

実験核物理

[ここに入力]

http://ne.phys.kyushu-u.ac.jp

物性理論研究室
スタッフ：福田順一教授，松井淳講師，藪中俊介助教
学生：M2: 3 名，M1: 1 名，B4: 5 名

物性理論研究室では，主に統計物理学を用いて，
ソフトマターや非平衡現象を中心とした様々な対象
に関する理論的，数値的研究を行っています．

ソフトマターとは

外力や電場などの外場に対して容易に応答し変形する「柔らかい」物質群
のことを総称して「ソフトマター」と呼びます．高分子，液晶，コロイド，
界面活性剤，ガラス，粉体，生体物質などがその代表例です．1991 年にノー
ベル物理学賞を受賞した de Gennes の受賞講演のタイトルが，「ソフトマ
ター」という言葉の最初に使われた例とされています．
ソフトマターの変形は容易に非線形領域に達すること，また緩和時間が長
く非平衡状態の観察が容易なことから，ソフトマターは非線形・非平衡物理
学の格好の研究対象となっています．また様々な空間スケールの秩序構造を
自発的に形成することも，ソフトマターの魅力の 1 つです．さらに，他の全
く異なる物理学の問題とソフトマターとの間の興味深い関連が指摘されてい
ます（経路積分の手法と高分子，超伝導と液晶，など）．
このように，ソフトマターは基礎物理学の研究対象として認知されており，
化学，工学，生物学などの他の学問分野からのインプットを取り込みながら
発展してきています．

研究内容 :
液晶の物理（福田）

液晶はディスプレイとして身近に用いられているのみならず，多様なかた
ち，スケールの相構造，秩序構造を示し，物理学や数学における様々な重要
な概念（自発的対称性の破れ，自己組織化，フラストレーション，トポロジー
など）がわかりやすい形で現れる，基礎科学の実に興味深い研究対象です．
液晶が示す自己組織的な秩序構造とそのダイナミクスについて，主に連続体
理論に基づく数値計算を用いて研究を行っています．
また液晶が示す秩序構造の光学的な性質の理解も基礎，応用の両面にわた
る重要な研究テーマであり，光の電磁波が従うマクスウェル方程式を直接数
値的に解くなどの手法で研究を行っています．

ガラス転移の物理（松井）

ガラスとは窓に使われる二酸化ケイ素だけでなく，
多くの物質で見られる結晶でも液体でもない非平衡
な状態をいいます．平衡系の相転移と似た転移を示
しますが多くの謎に包まれています．計算機や理論
的な研究で統一的な理解に迫ろうとしています．

ソフトマターの相転移現象の物理（藪中）
ソフトマターに現れる種々の相転移現象を連続体
理論の枠組みで研究しています。また、類似の枠組
みで生物の動きと関連するアクティブソフトマター
の研究も行なっています。
最近の例（右図）：一般には水などの高い極性溶媒
中では、イオンの種類に応じて溶媒和の違いの効果
が存在しています。簡単な例として塩を含む、水油
二元混合系の金属壁付近の振る舞いを研究し、表面
電荷の関与する新しい表面相転移を発見しました。

研究室生活などについて :

物性理論研究室は，統計物理学研究室と合同で活動を行うことで，幅広い
物理に触れられる環境を構築しています．また学生の自主性を重んじ，教
員と学生との間の関係もできる限りフラットになるように心がけています．
セミナーなど：週一回，専門書の輪講を行います．その他，国内外の最先端の研究
について報告する速報や，自分の研究についての進捗状況の報告・議論，外部の方に
よるセミナーなどが随時行われます．

博士，修士論文題目（ここ数年のもの）：

博士論文 : Polya の壺モデルにおける摂動解析による自己平均性の破れの研究
コロイド分散系の非平衡定常状態に対する粒子間相互作用の効果
修士論文 : 自己無撞着場を利用した高分子系のシミュレーション
コレステリックブルー相液晶の双晶の連続体シミュレーション
環状分子の固液転移
スメクチック A 液晶のシミュレーション

現在の大学院生の研究テーマ：

温度勾配下の 2 成分系の相分離のシミュレーション
誘電体の秩序構造と光の非自明なトポロジーとの関係
液晶の熱ゆらぎに起因する擬カシミール力
電場下での液晶の不安定性とダイナミクス

問い合わせ先 :
福田順一 fukuda.jun-ichi@phys.kyushu-u.ac.jp

ホームページ :
http://cmt.phys.kyushu-u.ac.jp/

見学，お問い合わせを歓迎します

統計物理学研究室

指導教員: 野村 清英 (准教授)
博士:2 名，修士:3 名

1

研究内容

統計力学は、クォークや原子などミクロな構成要素が多数集まった時にどのような現象が起こ
るかを理論的に扱う学問体系です．集団としての性質はミクロな構成要素の性質だけでは理解で
きません．液体の水が固体の氷に相転移することは一例ですが，他に強磁性転移，超伝導・超流
動など多くの巨視的 (マクロ) にみられる現象があります．
例えば磁性体のキュリー温度では比熱や帯磁率が発散します．これは「臨界現象」の例です．臨
界現象はミクロとマクロなスケールを区別する相関距離が発散することに起因します. ミクロな
モデルから，臨界現象に見られる物理量の発散を導く理論が「繰り込み群」です．繰り込み群は
素粒子理論で発展した手法ですが，統計物理の相転移の理解に威力を発揮してます．逆に物性物
理学で生まれた「自発的対称性の破れ」(2008 年ノーベル物理学賞) のアイディアが，素粒子理論
で有効ということも分かってきました．
学部の統計力学，物性物理学などで触れられなかった様々なテーマ（臨界現象，繰り込み群，物
理学とトポロジーとの関係，量子情報，孤立量子系の熱平衡化など）についての勉強も可能です，

2

最近の研究

低次元量子多体系は，量子細線やレーザー冷却した原子系などで研究が進んでいる．また量子
情報分野へも展開されている．高次元では平均場近似が有効だが，低次元では量子揺らぎで秩序
が破壊され易く，様々な量子臨界現象が現れる．例えば，広い領域で長距離秩序は無いが相関距
離が発散している朝永・ラッティンジャー流体 (TLL) や，Berezinskii-Kosterlitz-Thouless (BKT)
転移 (2016 年ノーベル物理学賞) などがある．BKT 転移は対数補正を伴うので数値的な扱いが困
難だったが，我々の開発したレベルスペクトロスコピー法で，精度良く BKT 転移点の決定と，ユ
ニバーサリティクラスの同定ができるようになった.

1) 臨界現象では非線形感受率も重要だが，量子スピン系の非線形帯磁率については従来重視さ
れていなかった. これは電子系での非線形伝導率とも関連する．非線形帯磁率は，実験的に重要
な量であるが，従来数値計算では扱いにくかった. これについて我々は簡便かつ精度良く扱える
方法を開発した．S=1/2 XXZ モデルで調べたところ，帯磁率が 0 になる (帯磁率の逆数が発散す

る) BKT 相転移点と非線形帯磁率の発散の開始点が別であることが分かった．この場合，非線形
帯磁率の発散の開始点は超対称性を持っている．非線形帯磁率の方法は広い範囲のモデルに応用
可能である．

図 1: 非線形磁化率

2) Ashkin-Teller モデルの多重臨界点
BKT 転移と関連して，2 つのイジングモデルが相互作用
する Ashkin-Teller モデルがある. 2 本のイジングユニバー
サリティ臨界線が融合して TLL となる，多重臨界点近傍で
は，複数の臨界現象が干渉するため数値的研究は大変難し
い. 我々は, ボンド交代のある S=1/2 XXZ 鎖で y 軸回り
と z 軸回りのひねり境界条件 (yTBC-zTBC) のエネルギー
固有値の準位交差を用いた方法が有効であることを見出し
た. この方法では双対性を使うので，2 次元イジングモデル
(または対応する横磁場量子イジング鎖) では有限サイズ補
正が無い. また，Ashkin-Teller 多重臨界点も正確に求めら
れ，中間領域での収束性も大変良い．

図 2: Ashkin-Teller 多重臨界点

3) SU(3) とスピンネマチック TLL
通常の物質では SU(N) 対称性は近似的にしか成立
しないが，レーザー冷却した原子系で Yb 原子などで
は SU(N) 対称性がよく成り立つ．SU(3) 対称な系に
SU(2) 対称な摂動を加えた量子スピン鎖には BKT 的
転移が起き, 臨界相側ではスピンネマチック TLL と
見なせる．Dimer-Trimer (DT) モデルについて，我々
は拡張したレベルスペクトロスコピー法で研究した．
図 3: DT モデルのセントラルチャージ

連絡先: knomura@stat.phys.kyushu-u.ac.jp
研究室 HP: http://www.stat.phys.kyushu-u.ac.jp/

凝縮系理論
場の理論：数学的アプローチ
何をやっている研究室かをひとことで

です。

言うと「数学を駆使して場の理論の基礎

観測データを構造化するために観測

的な問題を考えている」という感じです。

量代数（量子力学の教科書ではオブザ

どんな感じかと言うと、[1]や[2]のような感

ーバブルでしょうか）を用いますが、物理

じです。作用素環とか測度論とか圏論な

的な位相を備えた観測量代数が von

どを駆使することになります。

Neumann 環として用意されています。

数年前の修士論文の要約：

von Neumann 環はいくつかのタイプ

http://hdl.handle.net/2324/1955688

を持つことができます。大雑把にⅠ型、

を見ると具体的に何をやっているかがわ

Ⅱ型、Ⅲ型に分けられますが、順に、量

かるかと思います。

子力学、統計力学、場の理論に対応し

以下では、この修士論文の頃に考えて
いたことを書いてみます。

ます。自由度の数で言うと、有限、離散
無限、連続無限といった感じです。

最初に、物理の理論は観測データを

量子力学を真面目に定義すると、有限

構造化するものであるという立場を確認

自由度で非相対論的な量子論ということ

します。これは、実験科学としては、あた

になります。因果律を考慮できるように

りまえのことと考えます。

（相対論的に）量子力学を拡張しようとす

すると、観測者の役割を議論できない
枠組みは不適となります。

ると、場の理論に進まねばならないこと
が示されます。

量子論の測定理論は確立しているの

この際の大きな問題は、場の理論と量

で、これと整合的なアプローチを取らね

子力学は連続していないということです。

ばなりません。

多くの物理学者には、この問題が認識さ

また、実験には誤差がつきものなので、

れ て い ま せ ん 。 ま た 、 こ こ で の （ von

誤差の範囲内で語るという態度が必要と

Neumann 環による）場の理論は、物理

なります。理論で精度を語る言葉が位相

学者の考える素朴な場の理論とは少し

異なります。

ん。また、状態ベクトルは観測量でもあり

例えば、量子力学ではユニタリー変換

ません。逆に、エンタングルメントが悪さ

で繋がるただひとつの Hilbert 空間を考

をして、宇宙の果ての操作が我々の実

えますが、このようなやり方は、場の理論

験室に影響を与えるようでは、実験で何

には使えません。ユニタリー変換では繋

を見ているのかわからなくなってしまいま

がらないようなものも最初から同列に議

す。von Neumann 環による場の理論で

論しないといけないし、Hilbert 空間も問

は、実験室の独立性が保障されます。

題の多い道具なので、無しで済ますこと
もできます。

von Neumann 環による場の理論で
は、観測者の見る時空の因果構造が最

場の理論では、ユニタリー変換では繋

初から重要な役割を果たしていて、（相

がらないものも同居していて、内在的に

対論の用語で）空間的な時空領域にお

かつ自発的に対称性が破れて、マクロ

ける観測は独立でなければなりません。

（古典）とミクロ（量子）が共存したりします。

ところが、この要請は、一見すると、ゲー

対比的に、有限自由度の系では、対称

ジ対称性や長距離力の存在と矛盾する

性は破れたりしません。ここまで場の量

ように見えます。しかし、観測者が見るこ

子論と言わなかったのは、すべてが量子

とのできる時空においては困難が生じな

的である訳ではなく、古典的な自由度も

いことが比較的最近示されました

存在しうるからです。物理における場の

（Fermi 粒子も因果律を破る厄介者です

理論は量子力学の延長上につくられて

が、この問題は前世紀に解消されまし

いて、非合法に対称性を破っています。

た）。測定理論一般に言えることですが、

また、物理における場の理論では宇宙

観測者を合理的に考慮に入れないと矛

全体がユニタリーな発展をすると考える

盾の無い理論をつくることができません。

ので、ブラックホールの情報損失問題の

さて、だいたいうまくいってそうですが、

ようなパラドクスが生じますが、これは量

これまでの話は平坦時空を前提としてい

子力学の延長上の思考であり、不良設

ました。残る大問題は、曲がった時空の

定問題です。

場合への拡張です。

Hilbert 空間の状態ベクトルにこだわ
ってしまうと、エンタングルメントが深刻な
問題のように思われてしまいます。しかし、
状態ベクトルは観測データの構造化の
ために必須ではなく、無くても構いませ

[1] 「量子場とミクロ・マクロ双対性」
小嶋 （丸善 2013）
[2] 「無限量子系の物理と数理」
小嶋・岡村 （サイエンス社 2013）

磁 性 物 理 学
スタッフ：和田裕文 教授、光田暁弘 准教授
http://pom.phys.kyushu-u.ac.jp/
代表連絡先：E-mail : 3da@phys.kyushu-u.ac.jp, Tel/Fax : 092-802-4074(光田)
自然界で見られる強磁性や超伝導などの興味ある物質の性質(物性)は、ミクロな粒子(電子、原
子)が個別にもつ性質ではなく、物質を構成する数多くのミクロな粒子が、互いに協力的、あるい
は反発的な相互作用を及ぼしあって示す粒子集団の性質である。その結果、物質を構成するミク
ロな粒子が個別には持たない千変万化の物性が巨視的(マクロ)に現れる。原子の集まりである分子
から始まって、階層構造を持つ複雑なシステムにおいては、その構造の多様性を反映したさまざ
まな協力現象と機能が生じる。1977 年のノーベル物理学賞受賞者で著名な理論家である P. W.
Anderson は、かつてこのことを「More is different」という言葉で表した。
我々のグループでは、自然界で発現する新奇な協力現象・相転移の探索とその機構の解明や普
遍性を追及するための研究、および材料への応用を踏まえた新しい物質の開拓を行っている。前
者の研究は従来の物理では知られていなかった新しい量子現象の発見と解明を目指している。後
者の研究では今までの材料より優れた性質を示す物質を探し出すための指導原理を確立すること、
そして実際にその考えに基づいて世界一のデータを出すことを目標としている。つまり、

「世界で初めて」か「世界最高」
の物性を開拓することを目指している。以下に具体的な例をいくつか挙げる。
・希土類化合物の価数揺動と価数転移
3

一般に Eu は化合物中において 4f 電子数が 7
個(2 価)の磁性的な状態をとる場合と、6 個(3
価)の非磁性的な状態をとる場合が存在するが、
ごくまれに 4f 電子数(価数)が時間空間的に揺
価数揺動状態といわれている。我々は価数が不
安定な Eu が磁場によって磁性的な 2 価へ価数
転移する可能性を検討し、EuPd2Si2 において

M (µB/Eu)

動し、
2 価と 3 価の中間の値をとることがあり、

2

EuRh2Si2
P=1.1GPa
T(K)
2
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45 K
25 K
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1

10 K

100T の超強磁場で価数転移が生じることを世

2K

界で初めて見出した。更に価数転移に必要な磁
場が低い物質の探索を行い、圧力下の EuRh2Si2
において 7T 程度の磁場で価数転移が起こるこ
とを最近見いだした(図 1)。ヒステリシスを伴
う磁化の跳びが 3 価から 2 価への価数転移に対

0

2

4
µ0H (T)

6

8

図 1: 圧力下における EuRh2Si2 の磁場誘起価数転移。ヒ
ステリシスを伴う磁化の跳びが価数転移に対応する。

応している。この発見により、磁場誘起価数転
移をさまざまな測定手段によって研究することが可能になった。現在、様々な研究機関との共同
研究が進行している。

・希土類化合物の価数揺動と価数秩序
価数揺動に関連する現象として価数秩序にも注目してい

Yb3+

る。通常、このような転移は電気伝導性の悪い物質でよく
見られる(例えば、Fe3O4 の Verwey 転移など)。原子間を飛び

Yb2.6+

交う伝導電子間にはたらくクーロン斥力が運動エネルギー
に打ち勝つと、伝導電子が原子に留まり(従って伝導性が悪
くなり)、それが周期配列することで価数秩序が起こる。我々

Yb3+

の注目する YbPd は金属的な電気伝導性にもかかわらず価
数秩序を示す珍しい物質である。我々はこの物質の純良な

Yb2.6+

粉末試料を作製し、価数秩序および磁気秩序の構造を中性
子回折から同時に調べた。その結果、磁気モーメントを持
つ Yb3+層と持たない Yb2.6+層が交互に積層し、磁気モーメン
トがサイン波的に配列することを示した(図 2)。また

Yb3+

Yb3+で

予想されるものより小さい磁気モーメント(0.3B)を持つこ
とも明らかにした。つまり、Yb 価数の秩序配列と特異な磁
気秩序の直接的な証拠を提示した。

図 2: YbPd の T=0.6K の磁気構造。磁気
モーメント(図中で矢印で示す)を持つ
Yb3+ 層と持たない Yb2.6+ 層が交互に積
層しサイン波的な磁気構造をもつ。Pd
原子は省略して描いている。

・スピントロニクス現象の圧力効果
磁性体のナノ構造を作製することによって、電荷の流れである電流のみならずスピンの流れで
あるスピン流を作り出して制御し、両者が相互作用する多種多様な現象が発現することが分かっ
てきた。このような研究分野をスピントロ
ニクスと呼んでいる。我々の研究室では固
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体電子物性研究室と共同でスピントロニ
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クス現象を圧力で制御し、より顕著なスピ
1.01

にこれらの機構を解明することを目指し
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ントロニクス現象を探索・発掘するととも
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ている。図 3 に交換バイアス型スピンバル
ブ素子の巨大磁気抵抗効果(GMR)の圧力

1.005

依存性を示す。この素子は 2 つの強磁性層

P

のうちの一方を隣接する反強磁性層でピ

F

ン止めする(図中の P)ことで、もう一方の
強磁性層(フリー層、図中の F)のスピンを
弱い磁場下で反転させ、それに伴い大きな
磁気抵抗が観測される。圧力をかけると磁

F

1
-1000
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図 3 :交換バイアス型スピンバルブ素子の巨大磁気抵抗効果
(GMR)の圧力依存性。圧力増加に伴い GMR は小さくなる。

気抵抗は僅かに減少するとともにフリー
層の保磁力が増加することが明らかになった。GMR の減少は 2 つの強磁性層の層間距離が圧力に
よって小さくなり層間の磁気的相互作用が強磁性的なものへ変化しているためと考えられる。
以上の研究は九大内にとどまらず、東大物性研究所、阪大先端強磁場科学研究センター、SPring-8、
J-PARC、九州シンクロトロン光研究センター等の外部研究機関を利用して推進している。

固体電子物性研究室
ホームページアドレス：http://www.phys.kyushu-u.ac.jp/ssp/
研究室のメンバー (各教員の研究活動は、pure を参考に：https://kyushu-u.pure.elsevier.com/)
教授：木村 崇 (t-kimu@phys.kyushu-u.ac.jp)
助教：山田 和正 (yamada@phys.kyushu-u.ac.jp), 大西 紘平 (kohnishi@phys.kyushu-u.ac.jp)
テクニカルスタッフ：１名 博士研究員：１名、交換留学生：１名
博士：２名、修士：５名、特研生：１名
研究内容
当研究室では、様々な薄膜作製装置や微細加工装置を用いて、人工的に形状制御されたナノスケールの
常伝導体、強磁性体、超伝導体、絶縁体、及びそれらの複合ナノ構造を作製し、それらの系において発現
する新奇な伝導現象、及びそれらを使ったデバイス応用等の実験的探索研究を行っています。
当研究室の研究分野を一言でいうとスピントロニクスです。スピントロニクスとは、量子力学的物理量
であるスピン角運動量を操作して、省エネルギーなエレクトロニクス応用を目指す分野で、工学的な色
彩の濃い研究のように思うかもしれません。しかし、当該分野の歴史は非常に浅いため、基礎物理学的に
解明できていない興味深い現象などが山積みです。このように、基礎物理学的な興味と省エネルギー・エ
レクトロニクスという技術応用の両方が存在する分野は極めて稀であり、大変貴重な研究分野です。
一言で、スピントロニクスと言っても、その研究内容は多彩です。本研究室では、新しいスピントロニ
クスにつながる新奇な物理現象を探索しています。具体的には、以下のテーマを推進しています。
・電気の流れを含まないスピンの流れ“純スピン流”を用いた物性探索＋操作
・熱を用いた新奇なスピン流物性現象の探索（ゼーベック、ペルチェ、トムソン効果等のスピン版）
・ナノ磁性体のスピンダイナミクスとその応用（巨視的トンネル効果やワイヤレススピントロニクス）
・超伝導スピントロニクス（量子ビットやマヨナラ準粒子等の探索等）
・酸化物スピントロニクス（スピン注入磁気相転移、機械エネルギー変換機構）
・有機スピントロニクス（ホットエレクトロン、ホッピング、ポーラロン伝導機構）
上記は研究内容を大別したリストであり、実際の研究課題は更に細分化されます。まだまだ知られてい
ないこと、解明しなくてはいけないことが多いので、次々に課題が増えて行きます。より詳しく知りたい
方は、上記のメンバーまで、気軽にお問い合わせください。何時でも対応させて頂きます。
指導方針等
配属後は、初年度からレギュラーでフル出場して頂けるように、または、社会人になる事前準備とし
て、平日の社会が動いている時間（午前１０時半～午後５時）は、特研生であっても研究室内で活動して
頂く努力をして頂きます。それが決して苦痛では無く、楽しい時間と感じられるように、研究室のメンバ
ーは、情熱的に皆さんを指導していく所存です（ずっと、研究している訳では無く、教員や先輩の人生観
や成功・失敗談など、時にはお酒を交えて歓談します）
。研究室のメンバーは、ある意味、大学での家族
であり、配属された皆が全員、幸せになるように、個人の性格に合わせて、個性が引き出せるように、
我々も強力にサポートします。世界の第一線で活躍して頂ける研究者を育成するのが、教員の使命であ
ると認識していますので、たくましい人材になって頂けるように指導します。口うるさい教員と思われ
るかもしれません。

特研の研究テーマは、興味を掻き立てる研究テーマを教員が複数用意し、皆さんに選んで頂く予定で
す。ここで、得意な研究や実験内容は、個人毎に異なると思われ、教員側も各人の持つ長所の把握に努め、
各人が持つ能力を最大限に発揮できるような研究をして頂くように努める次第です。
また、研究室では、社会人になる前のマナーなども、教育したいと考えています。幸い、民間企業との
共同研究も行っており、企業の開発部門の方が、頻繁に研究室に来られて実験されています。色々と民間
企業の厳しい開発環境を教わることもできると思います。研究室に在籍されているテクニカルスタッフ
の方からも、様々な貴重な技術を教わることができるでしょう。
一見、時間の自由が無いように思われるかもしれませんが、アルバイトやサークル活動などにも柔軟に
対応しますので、誤解なさらないでください。経済的な問題も、きっと解決策がみつかると思います。
研究生活
当研究室では、研究室に配備された沢山の最先端実験装置を思う存分使って、自らの手で、素子作製か
ら評価まで行って頂きます。メゾスコピック系の研究をする上で、かなりの実験装置が揃っています。
以下は、特研生の研究室での１年間の流れを記載したものです。今年度の学生を参考にしたため、進学
者に対応した内容になっていますが、就職活動、他大学進学等の場合も、大きな変更は有りません。
４月～６月
先輩や教職員と一緒に実験し、装置の使用法をマスターします。試料をゼロから作製し、自身で物
性を評価します。使う装置の数も多いですが、大半の装置が研究室で自作した装置です。そのため、
使用法に共通点が多く、コツを掴めば、意外と早く習得できます。カタログ品のようにボタン一つで、
全自動動作するような装置はありません。装置の原理をキチンと理解し、自身で改良や修理ができる
ようになるのを目標においています。また、研究室内の定期報告会やゼミなどにも参加して頂きます。
７月～８月
大学院受験に備え、この期間、研究はお休みします。その分、大学院の試験勉強に専念されてくだ
さい。
９月～２月
いよいよご自身のテーマの研究を開始します。既に、大半の装置の使用法を習得しているため、比
較的スムーズに実験ができると思います。研究テーマは、メンバー全員で議論して決めます。各人が
各人のポテンシャルを最大限発揮できるようなテーマを行います。ただし、自身の研究テーマだけで
なく、共同研究者として、他のメンバーのサポート実験にも協力して頂きます。週に１回程度、打ち
合わせ会的なものを開催し、研究の進捗状況報告とメンバー間の情報共有を行います。頑張って、１
０月末で、一区切りの結果が出そうなときは、物理学会・九州支部に申請して発表して頂くと共に、
引き続き研究を深く進めることでより進展した結果が得られた際は、春の物理学会（全国大会）でも
発表して頂くことも可能です。

終わりに
具体的な研究内容は、実際始めてみれば、どのテーマも楽しいもので、これまで分からなかった物理現
象も、いざ実験で観測できると分かったりします。面白いのは、
『研究能力』と『勉強ができる』ことは、
等価ではないところです。研究室に入ってから物性物理に目覚め、勉強しなおすのも大いに結構です。た
だし、やる気は重要です。
『何事も一生懸命』の精神を忘れず研究をつづければ、必ず道は拓けます。実
験が主なので、どうしても研究時間が長くなってしまいますが、実験中に起こる現象を何一つ見逃すま
いとする観察力、研究結果を徹底的に分析する解析力、洞察力、未知の現象を知りたいという確固たる目
的意識等が身に着くと思います。

九州大学 理学研究院 物理学部門 量子物性講座 固体電子物性 研究室
研究室代表者 木村 崇 : t-kimu@phys.kyushu-u.ac.jp, URL : http://www.phys.kyushu-u.ac.jp/ssp/

当研究室では、ナノテクノロジーと量
子力学的物理現象を駆使して、ナノサ
イズの磁石が生み出す新奇な物性現象
の探索と、それらの現象を用いた革新
的ナノエレクトロニクスデバイスの創
成や次世代通信技術の開発を目指した
研究を行っています。
研究内容

本研究室では、このスピントロニクス分野の物理学
的な側面であるナノ構造磁性体、スピン依存量子
伝導、スピンダイナミクス、スピンイメージング、メゾ
スコピック系物理、低温などをキーワードとするナ
ノスピンサイエンスの実験的研究を行います。とり
わけ、研究室主催者の最大のシーズである強磁
性体-非磁性複合ナノ構造におけるスピン流の制
御技術を基軸とした、新奇量子物理現象の探究
に主眼をおいた研究を、時に世界の様々な研究
機関と共同で展開していきます。
共同研究先: University College London,
University of Meinz, 中国科技大、南洋工科
大学, 高麗大学, 九大シス情, エネ量, 京都大,
阪大, 慶応大, 熊本大, 阪府大, 関西大 等

当研究室では、ナノスケールで人工的に微細
形状制御された伝導体、磁性体、超伝導体、
及びそれらの複合構造において発現する新奇
な量子伝導現象、とりわけ電子の流れが創出
するスピンの流れ“スピン流”に関連する物理現
象を実験的に研究しています。量子力学的な
自由度である電子スピンの影響が電気伝導に
現れるスピン依存伝導現象を対象とする研究
分野は、スピントロニクスと呼ばれ、近年のナノ
テクロジーの進歩により、急速に進展してきてい
ます。スピン流が関連する物理現象に関する研
究は、比較的新しい分野であり、未解明な現象
や未開拓な研究領域などが数多く残されており、
基礎物理学的に大変興味深い研究分野です。
更に、スピントロニクスは、近年のエネルギー・
環境政策に則った省エネルギー・エレクトロニク
スとしても大きな応用の可能性を備えているた
め、産業界からも大いに注目されています。
本研究室には、これら最先端の実験を自らの力
で開拓するべく、数多くの実験装置・設備を備
えております。

ナノデバイスの試作から評価まで
一貫して行える最先端実験研究設備

純スピン流の性能向上とデバイス応用
電気を伝えず、スピン情報だ
けを伝える純スピン流を用い
て、ナノ磁性体中のスピンを
高精度・低消費電力で操作し、
エネルギー損失の極めて少な
いナノエレクトロニクスデバ
イスの開発を目指します。
純スピン流注入磁化反転の実証
純スピン流を強磁性
体 に 注 入 す るこ と で 、
磁化反転を誘起する
ことができます。

革新的純スピン流制御技術の開発
注入源の多端子
化による巨大純
スピン流の生成
横スピン流の注
入による高効率
スピン吸収

異種機能性物質の複合ナノ構造を用いた新スピン科学の研究

マイクロ波を用いる
ことで、ワイヤレス
かつ選択的にスピン
流を生成することが
できます
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極めて効率的に熱スピン注入が可
能な物質を用いて、熱とスピン流
の相互作用を研究しています。

ワイヤレススピントロニクス
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熱によるスピン流制御
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Frequency (GHz)

３次元スピン流
スピンの３次元的なベクトル自由度
を利用した高機能デバイスの研究を
進めています

超伝導スピントロニクス
超伝導体界面での純スピン流の
振舞いを解明しています

酸化物スピントロニクス
磁性体酸化物にスピン流を注
入することで起こる相転移現
象を観測しています。

複雑物性基礎研究室では，分子から構成されている集合体の構造とダイナミクスに関
する最先端の研究をしています．例えば我々の体を構成している部品に分けてみると，
ＤＮＡやタンパク質のような高分子，細胞膜を形成している脂質分子など，メソスコ
ピックスケールの特徴ある分子が基本単位となっていることがわかります．我々の研
究室では，これらの機能性分子１個レベルの物性研究から，これらが形作るさまざま
なスケールでの構造とその動的性質（ダイナミクス）を特色ある手法を用いて研究を
進めています．
詳しくは http://sm.phys.kyushu-u.ac.jp/を見てください．

スタッフ
教授
准教授
助教

木村康之
稲垣紫緒
植松祐輝

ソフトマター物理学，実験物理学，非平衡非線形物理学
粉粒体物理学，非平衡散逸系物理学
ソフトマター物理学，コロイド界面化学，物理化学

木村・植松グループ
光でミクロなソフトマターを“操る”、“測る”（木村）
回折限界程度のサイズまで急速に絞ったレーザー光を
用いて周囲の媒質より屈折率の高いミクロンサイズの物
体を３次元的に捕捉し，自由に操作することができます
（光ピンセットと呼ばれ，発明者の A. Ashikin は 2018 年
にノーベル物理学賞を受賞）．我々は，ミクロの指である
10µm
光ピンセットを用いてミクロンサイズのソフトマターを
変形させたり，動かしたり,構造を作成するなどのミクロ
操作を実現しています．また，光ピンセットをミクロなバ 図１. 液晶中で作成した構造体．
ネとして用いることで，ミクロンスケールの物体の間に働
く相互作用を直接測定しています．
例えば, 液晶中に微粒子を分散させると，水などの液体の
場合とは異なり，液晶が方向の秩序を持っているために，微
粒子間に異方的かつ長距離の巨大な力が働きます．その相互
作用を直接測定し，その情報をもとに液晶中で粒子をさまざ
まな形で接着させることで，例えば図１のような複雑な配列 図2. 流体相互作用で形成
される非平衡結晶構造．
の作成も成功しています．
現在は，ホログラフィーを用いて 1 つのレーザーからさまざまなパターンを作り
出し，例えば多数の粒子の操作とこれを用いた多粒子間相互作用の研究を行ってい
ます．特に（微生物のモデルとして）ミクロンスケールの粒子が外部から絶えずエ
ネルギーを注入された非平衡状態（動的平衡状態とも言える）での集団運動やパタ

n

ーン形成（図２）に関心を持って研究を進めてい
ます.
また，さまざまなイメージング法を用いて，広
い空間スケール，広い時間スケールでのソフトマ
ターのミクロスケールでの物性測定を，物理的な
原理に基づき，測定法の開発から初めてその応用
まで幅広く研究しています.例えば、ホログラフ
ィック顕微鏡では，通常の２次元画像から物体の
３次元位置（図３）やサイズ，屈折率を同時に測
定することが可能です．

図3. 交流電場振動しながら沈降する
粒子の３次元追跡.

ソフトマターの非平衡構造の解明とその普遍原理の探索（木村・植松）
ソフトマターは，原子・分子系よりも大きな単位構造が小さな力で結合しているた
めに，小さな刺激で大きく応答し，かつその応答が緩やかであるために，非線形・非
平衡系を容易に実現可能な系です．例えば，液晶系に交流電場を印加すると定常的な
電流の流れの発生に伴って，図４のような規則的なパタ
ーンが発生します．電圧（非平衡度）を変化させると様々
なパターンが発生する相転移が観測されますが，これら
は平衡系の構造と異なりエネルギーの注入と散逸の動
的平衡によって形成される非平衡構造です．非線形非平
衡系の物理には未だにその原理となる法則が発見され
ておらず，未知の研究領域です．我々はソフトマターを
図４. 液晶の電場下での非平衡構造．
用い，普遍原理を探索する研究も行っています．
流体系における非線形輸送係数の計測とその理論（植松）
パイプの中の水の流れは放物線の形をしていて、圧力
差をパイプの両端に掛けると、単位時間あたりの水の量
（流量）が圧力差に比例するので、線形輸送と言います。
イオンの溶けた塩水なら、電位差を掛ければ電流が流
れ、この線形係数は電気抵抗の逆数（伝導率）になりま
す。このように駆動力（圧力、電圧）と流れ（流量、電
流）は線形比例するのが基本ですが、パイプと溶液の表
面物性や、パイプの径、溶液の種類によっては、２次以 図５. 膜中の水とイオンの輸送
降の非線形輸送が起きることがあります。電子の世界で 現象の模式図
は、半導体を使ったダイオードやトランジスタとして、
これは実現されていますが、水やイオン、ソフトマターの世界では、非線形輸送のコ
ントロールは実現していません。そこで、高分子膜材料における非線形輸送係数を計
測する実験（図５）と、その輸送係数の大きさが、系の物理的性質・化学的性質とど
う関係しているのかを明らかにするための理論構築に挑んでいます。

気液界面の表面電荷の起源の解明（植松）
我々の生活でも身近な空気と水の界面は、負の電荷を
帯びていることが知られています。この電荷の正体は水
中のイオンの吸着であると考えられており、多くの研究
者は、水中の水酸化物イオン(OH-)が界面に吸着してい
ると考えています。一方で、水や電解質溶液の表面張力
の実験データを分析すると、水酸化物イオンの吸着は間
違っていると言う結果となり、負の電荷を何で説明すれ
ばいいのかという問題が残ってしまいます。我々は、気 図６. ジョーンズ・レイ効
液界面の負の電荷は取り除くことができないほど微量 果：塩濃度-表面張力曲線の
の負の電荷を持った不純物であるという新しい仮説を
提案し、負の電荷を持っているというそもそものデータである気泡の電気泳動を、こ
の仮説で理論的に説明しました。他にも、ジョーンズ・レイ効果と呼ばれる表面張力
の塩濃度についての極小の問題（図６）を理論的に解決し、仮説の実験的裏付けもし
ています。現在は、不純物の物理化学的な性質をさらに明らかにするための実験や、
気液界面で知られている他の未解決の謎を、この仮説を使って、実験的に解明してい
こうとしています。
稲垣グループ
粉粒体の巨視的な振る舞いを理解する
私たちの身の回りには、公園の砂山（図７）から、
調味料、粉末薬など各種の粉粒体が存在しています。
また、自動車の交通流や歩行者の流れ、砂漠での砂丘
や風紋(図８)の形成ダイナミクス、更には土星のリ
ングを形成する粒子の集団運動など、幅広いスケー
ルにおいて粉粒体の運動と見なすことのできる現象
が多々知られています。液状化現象(図９)や冬山の
雪崩など、自然災害でも粉粒体が深くかかわる現象
が数多くあります。工業においては、原材料の 75％
が粉粒体からできていると言われています。そのた
め、粉粒体をどのように運ぶか、混ぜるか、貯蔵する
か、といった実用上の問題は多数あります。しかし、
粉粒体は、構成要素が原子や分子に比べてはるか
に大きく、通常の流体方程式や弾性論といった従
来よく知られた方程式を適用できる範囲が限られて
います。粉粒体特有の性質を考慮した方程式が確立
されていないため、物理学的に未開拓な分野である
と言えます。我々は離散媒質の巨視的振る舞いの一
般的な理解を目指して、理論・実験・数値計算を用
いた総合的な研究を行っています。

図７. 公園の砂山

図８. 砂丘の風紋

図９. 液状化現象

粉粒体のサイズ分離現象
粉粒体は粒子同士が非弾性衝突を起こし、エネル
ギーを散逸します。回転や振動といった力学的擾
乱を受けると、与えられた駆動と散逸がバランス
して、自発的に時空間構造を形成することがあり
ます。例えば、大きさや比重の異なる粒子を混ぜて
揺らすと、同種の粒子が集まり分離現象を起こす
図１０. 円筒容器内のサイズ分離現象
ことがよく知られています（図１０）。我々は、水
平に置いた円筒容器の内部に種類の異なる 2 種類の粒子を入れて、回転させたときに
観察される粒子の相分離現象について実験を行っています。粉粒体は、混ぜようとす
ればするほど、むしろ分離する傾向があり、従来の液体や気体とは異なる、非平衡系
の粉粒体ならではの特徴を表しています。粉粒体は、物理の分野ではマイナーな研究
対象ですが、導入として以下の図書がおすすめです。
 砂時計の七不思議 田口善弘著 中公新書
 流れ――自然が創り出す美しいパターン 2 フィリップ・ボール著 塩原通緒 訳
 粉粒体の物理学 ジャック デュラン著, 中西 秀・奥村 剛 訳
研究・指導の方針
大学院生は教員と相談して、学生の興味を考慮しつつ個別のテーマで「１人１プロ
ジェクト制」で研究を進めています。従って、1 つのプロジェクトを多人数で分担し
て研究を進めている研究室とは違い、研究の１連のプロセスを体験できるとともに、
国際的に特徴あるテーマのエキスパートとなることができます。このため、研究の詳
細な技術やプレゼンテーション技法に関して、個別に丁寧な研究指導、教育を行って
いる点が大きな特色です。本人のやる気次第では修士課程でも、筆頭著者の論文が専
門の国際誌に掲載されたり、国内および国際学会で講演賞やポスター賞を受賞した学
生が多数います。新規性のある研究をするうえで、教科書や論文に書いてあることを
鵜呑みにしない批判的思考力が大事になります。なんとなく理解した気になるのでは
なく、当たり前のように書いてあることが、本当に「当たり前」といえるかどうか、
どこまで理解できて、どこから理解できないか、といったことを問いかけ、明らかに
するべき問題を自ら設定する能力を養うよう指導します。定例ゼミでは、積極的に質
問することを奨励しています。批判的思考力のもとに、理解できないことを建設的に
議論し、みんなで理解を深める教育を行っています。
卒業後の進路
多くの学生は，修士課程修了後、技術系、情報系の企業、国や地方自治体の公務員、
高等学校をはじめとする教育機関などへ就職しています．最近の例：キヤノン、ニコ
ン、オリンパス、レーザーテック、京セラ、ブリジストン、テルモ、富士通、日立製
作所、日本電産、NTT データ、日鉄日立システム、シンプレックス、凸版、藤倉電線、
NTT 研究所、住友化学、信越化学、大塚化学、ライオン、トヨタ自動車、ヤマハ、日
本航空、かんぽ生命、JCB、高校教員、福岡市役所、経済産業省など.

複雑生命物性研究室
ソフトマターとは、⽣体分⼦が弱い相互作⽤によって集団形成し
た物質群であり、その"柔らかさ"の根源的理解を⽬指す学問が、ソフ
トマター物理学です。何故⽣き物は、柔らかい物質から成るのでしょ
うか？ソフトマターに「⽣命」が宿る過程には、代謝活動に伴う⾮平
衡⼒学が重要な役割を果たします。
私たちは、⽣命を⽣み出すソフトマターの"柔らか
さ"や"⾮平衡特性"を調べることで、⽣き物を物性物
理学の観点から理解しようとしています。詳しくは
https://bio2.phys.kyushu-u.ac.jp/をご覧ください。

［研究室の特色］
私たちの研究室では、「生き物の振る舞いや性質が

どないために、個々の部品の特性から集団としての機械

“物“とはどう異なるのか、また、何故異なるのか」に興味

の働きを予測して設計することができます(要素還元主

を持って研究を行っています。「物理学科で何故生き

義)。他方で私たちの体は、柔らかく形も定まらない物質

物？」と思われる学生さんも多いと思います。確かに長

（ゲルやコロイド、脂質膜等のソフトマター）からなり、そ

い間、生き物は物理的な法則性に従うことが疑問視され、

の性状は僅かな外場の印加やエネルギーの注入により

“生き物らしさ”の実体を科学的に理解することは難しい

多彩に変化します。そのために、個々の部品の特性を理

と信じられてきました。しかしながら、そうした考え方も

解しただけでは、システム全体の振る舞いを理解するこ

前世紀初頭までの遺物となり、現在盛んになりつつある

とは困難です。他方で、柔らかい物質からなる生命シス

「生物物理学」では、大勢の科学者がそれぞれのアイデ

テムが、しばしば人間が作る機械よりもはるかに高度な

アを持ってこの問題に取り組んでいます。それまで科学

機能を発揮します。

で扱えなかったフロンティアを開拓する、最もホットな研
究分野のひとつです。
現代の生命科学は、細胞内のシグナル伝達や遺伝子
発現の相関や因果関係を数理解析することで、生命をシ
ステムとして理解しようと試みていますが、まだあまりう
まく行っていません。生命現象には後で述べる理由で要
素還元主義的アプローチを適用できないからです。この
問題を解決するためには、生命現象の背後で生体物質
が従う物理法則を解明する必要があります。複雑生命物
性講座では、近年発達した非平衡科学と生体物質のメ

図 1: 生命現象を創発する柔らかい媒質の非平衡力学

ソスケール操作技術(光捕捉や AFM、レーザー干渉法)
を駆使して、生きた細胞やそのモデル系の振る舞いを調

以下では私たちが研究する具体的な例を基に説明し

べています。これにより、生き物を物性物理学の観点か

ていきましょう。生命の最小単位である細胞内部の微細

ら理解しようとしています。

な空間には、ソフトマターからなる様々な小器官（たんぱ
く質、核酸など）が目一杯に詰め込まれて、押し合いへし

［研究内容］

合いしています（図 2）。そのような混雑した中で、例え

私たち人間が作る機械は、主に金属やプラスチック、

ばモーターたんぱく質と呼ばれる分子が私たちと同じよ

半導体等の硬い物質からなります。これらの硬い物質は

うにレールの上を２足歩行して、細胞の運動や物質輸送

外部環境の変化によりその性質や働きを変えることが殆

を行うための力を生み出しています(図 3)。このモータ

ー蛋白質の機能や性質は、周りに水以外何も無い実験

んぱく質は、物質輸送や細胞運動のような生理的役割を

室環境で主に調べられてきました。ところが、この一見

果たす過程で、細胞内部をかき混ぜることで“揺らぎ”を

理想的に思われる環境よりも、活きている細胞の内部で

生み出して、混雑した細胞内部を流動化させます。この

モーター分子はもっとずっと速く、効率的に働くことが

とき、モーターが生み出す揺らぎが、熱に替わって周囲

できます（図 4）。言わば、周りで誰も邪魔しない陸上競

の小器官の生理活動を活性化することが示唆されてい

技場の中よりも、満員電車の中でより速く走れるわけで

ます（図 4）。

す。一体何故このようなことが可能なのでしょうか？細

こうした“複雑な非平衡状態”に置かれたソフトマター

胞の中の部品を個別に取り出してその働きを調べても、

が、細胞の内外で繰り広げられる多彩な生命の営みを担

その真の姿や機能を理解できないことが良く分かります。

ってます。現代の生命科学は、シグナル伝達や遺伝子発

私たちは、細胞内部の“揺らぎ”と“非平衡力学”(この

現の経路を次々と同定してきました。他方で、細胞内に

場合は代謝活動にともなう流動化)が、この謎を解く鍵

おいて生体物質(ソフトマター)が示す不可解な振る舞い

であると考えてさらに研究を進めています。モーターた

(非平衡挙動)の多くは殆ど説明できていません。私達は、
生体ソフトマターに多彩な非平衡挙動が生み出される物
理的機構を調べるための実験(メソスケールの非平衡力
学計測)を行うことで、生命現象の物理的理解を深める
ことを目指しています。具体的には、生体の構成要素を
力学的に操作してその運動性を調べるメソスケール技
術(光捕捉や AFM、レーザー干渉法)を用いて、
1)実際に生きている培養細胞や生体組織や、
2)現実の生体システムよりも簡略でかつ制御しやすい
モデルシステム(コロイドガラス、細胞抽出物など)にお
いて、ソフトマター(物質)の非平衡挙動が“生き物らしさ”
を生み出すメカニズムを研究しています。
例えば、生きた培養細胞に取り込ませたコロイド粒子

図 2：細胞内部環境は、代謝活動により流動化する

の運動性（揺らぎ・外力応答）を、光捕捉と光干渉法を用
いて測定することで、代謝活動が生み出す非熱揺らぎが
細胞内部の硬さ（粘弾性）を決定する機構を調べていま
す（図 5）。揺動散逸定理と呼ばれる非平衡統計科学の
基本定理が破れる様子を観測することで、生体分子が発
生させた力学的エネルギーが散逸するダイナミクスを調
べることができます。

図 3：細胞骨格上を歩くキネシンモーター
（Sozanski et al, PRL, 2015）

図 4：巨大な非平衡揺らぎが存在する、混み合った細
胞内部の方かキネシンモーターの移動速度は速い
（S. Granick）

図 5：細胞内の非平衡力学測定

また、細胞から取り出した細胞質(細胞抽出液)に対し
て、グルコースや ATP などの小分子からなる栄養(生理
活性物質)を外部から供給することで、長時間代謝活性
を維持した細胞内部モデルを作成しています（図 6）。こ
の系を用いることで、1) 細胞内で非熱的揺らぎや混み
合いを生み出している分子集合体を同定し、2) 非熱揺
らぎの動力学(周波数スペクトル)や統計分布の実態を
明らかにすることを試みています。これにより、代謝活動
が細胞内部の力学的環境を決定する非平衡機構を明ら
かにしようとしています。これにより将来的には、何故生
体分子(モーター蛋白質)は混雑環境の中で速く、しかも、

図 7：高濃度に調整したバクテリア懸濁液の乱流
(左)。バクテリアの遊走速度をベクトルを用いて可視
化したもの。バクテリア集団が渦を巻いて運動する乱
流状態が生じている。バクテリア懸濁液の非平衡力学
計測(右)

効率的に動くことが出来るのか？説明できるようになる
と考えています。

さらに細胞内混み合いの最も簡単なモデル系である
ガラス転移点近傍の濃厚コロイド懸濁液を用いて、その
ために、試料中のコロイド粒子に光捕捉によりミクロな
力を印加した際の力学応答を計測しています（図 8）。混
み合いに伴うガラス転移現象は、100 年以上に亘り非平
衡統計科学の主要な問題であり続けていますが、混み
合い媒質中の個々の構成要素に対して外場や揺らぎを
印加した際の系の応答は殆ど調べられていません。私た
ちは、試料中の単独のコロイド粒子に、モーター蛋白質
が生み出す程度の光捕捉力(～pN)を加えることで、粒

図 6：代謝活動を維持した細胞抽出液の力学計測

子の周りの”揺らぎ”が広い範囲に亘り抑制されることを
発見しました（図 8）。さらに、このようにして外力により
促進された混み合い局所的な混み合い状態(揺らぎが抑

同様の交換系を用いることで、遊走するバクテリア集

制される秩序構造)が、マクロにずり場を印加することで

団の非平衡力学の計測も行っています（図 7）。高い濃

破壊されることを見出しました（図 9）。細胞内の混み合

度に調整したバクテリア懸濁液では、乱流挙動が長時間

い状態で稼働するモーター蛋白質を始めとする生体高

観察されました（図７）。私たちの講座で開発した装置を

分子機械にも、ミクロとマクロな揺らぎが同時に作用す

用いると、このような乱流の中で激しく運動する粒子を

ると考えられます。したがって今回得られた成果は、生

フィードバックで追跡しながら光捕捉したり、その運動性

体高分子機械が混み合い状態で素早くかつ効率的に稼

を計測することができます。その結果、こうしたミクロな

働できることを説明する一つの非平衡媒質モデルを提

非平衡流動を内部に含むシステムの力学的な特性は、

供します。

平衡系とは全く異なるものとなることが分かりつつありま
す。細胞内でも、生体高分子が活発に代謝活動を行うこ
とでミクロな流動が生み出されているために、物理的に
はよく似た非平衡現象が生起しています。そのために細
胞質とは一見全く異なるこのようなモデル系(遊走バク
テリア懸濁液)を調べることで、代謝活動に伴うミクロな
流動が散逸するダイナミクスが細胞内の力学特性を決
定する非平衡機構を調べることができます。

図 8：光捕捉後のコロイドガラスの揺らぎ。揺らぎの大
きさが色分けされており、光トラップにより力を受けた
コロイド粒子周辺で揺らぎが抑制されている（緑色）。

を開発してきました。これらを利用しつつお互いにアイデ
アを出し合い、ソフトマターの非平衡特性を解明する最
先端の実験的研究に取り組みましょう。

［研究にあたって必要な知識・技能］
生物学は、物理の学生には馴染みがないかもしれませ
図 9：コロイドガラスに巨視的なずり場を印加する
と、光捕捉により揺らぎが抑制されていたコロイド
粒子が輸送できるようになる。

んが、興味があれば知識はついてくるので問題ありませ
ん。したがって、知識や技能を事前に習得している必要
はありませんが、強いて挙げれば、体力・英語力・プログ
ラミングスキル・アルコール脱水素酵素(ADH)、etc

［修論研究］
これまで、生命科学の勉強はしてこなかったから、面
白そうだけど良く分からない、という人も O.K.です。研
究室には、分かり易い入門書から少し難しい専門書まで
取り揃えており、自由に勉強できます。これらの教科書
や研究に直接関係する学術論文の輪読を予定していま

のうちどれか一つがあるとよいかもです。例えば、非平
衡・非線形物理学、ガラス物性、相転移・臨界現象など
の理論物理学を勉強したい人や、生き物を物理の観点
から理解するための実験に興味がある人は皆歓迎です。

［進学先・就職］

す。研究室の勉強会で、要点を絞った集中講義も行われ

物理学専攻ですが、工学、生物、化学等々必要なこと

ます。また、計測やデータ解析を行うための各種のソフ

はなんでもやり、研究は多岐にわたっています。その為、

トウエアの使用とプログラミングに慣れてもらいます。

就職先も多岐にわたります。近年は医療系、医薬系、電

自分のテーマを持って研究活動を行い、国内外の学

気系、材料系などの研究職や鉄道系に就職した OB の

会や学会誌で発表することを目標とします。研究テーマ

方もいます。また、技術、研究職以外にも、公務員や学

を決定する際には、学生の希望が尊重されますが、迷っ

校教師を目指すメンバーもいます。

たときは先生と相談のうえでいくつかのテーマの中から
決めてもらいます。また、基本的に 1 テーマ/人で行うの

［その他飲み会など］

で、比較的個々人のスケジュールで行動することができ

現在はコロナ禍の影響により、オンライン飲み会のみ

ます。当研究室では、細胞内部のようなミクロな環境や

を行っていますが、従来は歓迎会、院試壮行会、バーベ

1 分子の非平衡特性を調べるための世界でも他に類を見

キュー、お別れ会などを行ってきました。複雑物性基礎

ない装置（光トラップや AFM の原理を用いた自作機器）

講座や複雑流体研究室と合同で行ったりもしています。

2020 年度卒業お別れ会（複雑生命物性、複雑物性基礎合同）

