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完璧なクリスマスツリーの飾り方！数学で大解明

http://www.field-pr.net/news_bqLc5n6L38.html
http://www.shef.ac.uk/news/nr/debenhams-christmas-tree-formula-1.227810

Treegonometry creates perfect Christmas tree 2012/11/28

100cmのツリーならば， 

21個 

511cm 

314cm 

10cm 

Festive maths students from the University of Sheffield (UK) have created formulas for the perfect Christmas tree. 

http://www.field-pr.net/news_bqLc5n6L38.html
http://www.field-pr.net/news_bqLc5n6L38.html
http://www.shef.ac.uk/news/nr/debenhams-christmas-tree-formula-1.227810


黄金比　Golden Ratio



トナカイの鼻が赤いのは…「寒空に必須」毛細血管が発達

http://www.bmj.com/content/345/bmj.e8311.pdf%2Bhtml

トナカイの鼻が赤いのは，鼻の毛細血管がよく
発達していて赤血球が十分供給されているためで
あることが，オランダとノルウェーの研究チーム
の研究でわかった．外気を取り入れる際に温
め，脳を守る役目があるらしく，「寒空でサン
タクロースのそりを引くために，赤鼻が必須の
役割を果たしている」としている．

英医学誌「ＢＭＪ」クリスマス特別号



北米航空宇宙防衛司令部(NORAD)　今年もサンタを追跡

http://www.noradsanta.org/

http://www.noradsanta.org/


巡回セールスマン問題

http://thatsmaths.com/2012/12/20/santas-tsp-algorithm/

Travelling Salesman Problem

多くの都市を最短ルートで巡る方法は？ 
　【原理的に解けるが，数が多いと難しい問題】

応用例： 
　コンピュータ回路設計， 
　遺伝子技術のDNA配列計算， 
　航空機の路線設定， 
　光ファイバーケーブルのネットワーク形成， 
　チェーンストアの在庫管理システム．．．

これまで解かれた 
最大数は85900都市

http://thatsmaths.com/2012/12/20/santas-tsp-algorithm/




http://www.fnal.gov/pub/ferminews/santa/



前回のミニッツペーパーから
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ふたご座流星群の話で思い出したのですが、私はしし座流星群が降った日に生まれた
そうです。よくは知らないのですが30年に一度？ぐらいのすごさだったらしく名前も
しし座流星群にちなんでつけられたらしいです。

梨音子さん　
しし座流星群 
Leonids (LEO)
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物理の問題が哲学的になったとき、それを解いた人は物理学者か
哲学者かどちらですか？

前よりも少しずつ、アインシュタイン・ボーア論争について、理解できるようになってきた。
初めは訳が分からなかったけれど、それぞれの考えを知るに連れて、少しづつ繋がって理
解できてきて、面白いなと思いました。

私からすると、アインシュタインとボーア
は何故こんなに同じ事について何年も話し
合っているのかと思いますが、本人達から
するとこれが楽しくてしょうがなかったん
だろうなと思います。でも私はもう意味が
分からなくなってきて頭がパンクしそうで
した、、、。

アインシュタインとボーアの掛け合いが難しいながらも面白いかも、、、と思いました。
私は物事を批判的に見ることが苦手なので、アインシュタインのようにつっこむ力がうら
やましいです。それに負けずに答えをだしているボーアもすごいと思いました。

アインシュタイン ボーア 
（コペンハーゲン解釈）

光がどちらかのスリットを通過した
のか，は測定できるはずだ．

神はサイコロを振ったりしない．

 確率でしか測定できない． 
　波動関数は確率を表すのだ．

不確定性原理を認める量子力学は誤っている
EPRパラドックスを提案

物理的実在が存在し，我々はそれを観測する

実在は重要ではなく，観測する現象を説明するのが物理学
ベルの不等式の破れが確認され，こちらが正しい

1962年没（77歳）1955年没（76歳）

　アインシュタイン・ボーア論争　まとめ (３)
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物理には常にアインシュタインがかかわっ
ているなと感じました。

　物理学は実態の有無ではなく結果を議論することだ、というのがものすごく不思議ですが
うまい落としどころだなと思いました。授業内容で理解できないことは多いですがこの前提
を忘れないようにしたいです。
　ガモフがホイルに煽られてるのにビッグバンの名前を使っているのが強かで面白いです。

アインシュタインの考え方は素敵だと思う。
自分の考えを貫いていてすごいと思った。

レポートが本当に難しいです。

アインシュタインは友人パイスに向かって尋ねた． 
「月は君が眺めている間だけ実在している，などということを，
本当に信じているのか」 

ベルの不等式の破れは，その通りで， 
「月は誰も眺めていないとき，そこに実在していない」 
ことを結論する． 
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学者たちが煽りあったり自分の考えから理論を受け入れなかったり、人間らしく色々考え
てきて理論が証明されてきたのが面白いなと思いました。

ビッグバンについて考え始めると、本当に宇宙は不思議だらけだなと実感します。宇宙図
のラッパ型の先を知る人類は、地球があるうちに生まれるのでしょうか。

最近授業を理解できずに終わることが多かったので、今回は真面目に聞きました。（いつ
も真面目ですけど）なんか分かったような気がします。宇宙の始まりが火の玉という説は
知らなかったので驚きました。遠い未来の話になるけれど、だんだん温度が下がっていく
とするなら、どんな影響が銀河に出るのだろうかと思いました。

http://www.nao.ac.jp/study/uchuzu/rule.html
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授業とは関係がなくなるかも知らないのですが、携帯のロックで使われている指紋認証はど
のような仕組みなのですか？気になりました！

https://time-space.kddi.com/ict-keywords/kaisetsu/20160601/

http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1009/27/news004.html

http://panasonic.jp/lamp/everleds/guide/
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反物質ってなんですか。

質量，スピンが同じ 
電荷など素粒子の性質が反対の粒子 

up              charm             top 
1968年              1974年          　1995年

down          strange         bottom
1968年            1964年          　1977年

電荷　スピン　　　第１世代　　　第２世代　　　第３世代

+2/3　1/2

-1/3　1/2

クォーク
Quarks

e

electron         muon             tau
1897年              1947年          　1975年

e-neutrino    m-neutrino    t-neutrino
1956年            1962年          　1998年

電荷　スピン　　

-1  　1/2

0   　1/2

ダウン        ストレンジ       ボトム

アップ         チャーム     　  トップ

電子       　 ミュー粒子       タウ粒子

電子ニュートリノ   ミュー・　　　　　タウ・
　　　　　　　　　　　ニュートリノ      ニュートリノ

レプトン
Leptons

⌫e
<latexit sha1_base64="1OTmmlwnDMoKaT5QaRWW5oYZd6s=">AAACZ3ichVG7SgNBFD1ZXzE+EhUkYBMNEaswEcFHFbSxzMM1gSSE3XWiQza7y+4mEIM/YGOpYqUgIn6GjT9gkU9Qywg2Ft5sgmIRvcPMvXPmnnvPzKiWLhyXsbZPGhoeGR3zjwcmJqemg6GZ2X3HrNsalzVTN+28qjhcFwaXXeHqPG/ZXKmpOs+p1Z3uea7BbUeYxp7btHipphwaoiI0xSVILhr1Mi+HoizOPIskBgZR9C1lhu5QxAFMaKijBg4DLsU6FDg0CkiAwSKshBZhNkXCO+c4QYC4dcrilKEQWqX1kHaFPmrQvlvT8dgaddFp2sSMIMae2T3rsCf2wF7Y58BaLa9GV0uTvNrjcqscPA1nP/5l1ci7OPph/anZRQUbnlZB2i0P6d5C6/Ebx+ed7FYm1lpmN+yN9F+zNnukGxiNd+02zTNXCNAHDH7370BejW/GE+m1aHK7/xN+LGAJK/Tc60hiFynI1FbgDBe49L1KIWleCvdSJV+fM4dfJi1+ARg9i4E=</latexit><latexit sha1_base64="1OTmmlwnDMoKaT5QaRWW5oYZd6s=">AAACZ3ichVG7SgNBFD1ZXzE+EhUkYBMNEaswEcFHFbSxzMM1gSSE3XWiQza7y+4mEIM/YGOpYqUgIn6GjT9gkU9Qywg2Ft5sgmIRvcPMvXPmnnvPzKiWLhyXsbZPGhoeGR3zjwcmJqemg6GZ2X3HrNsalzVTN+28qjhcFwaXXeHqPG/ZXKmpOs+p1Z3uea7BbUeYxp7btHipphwaoiI0xSVILhr1Mi+HoizOPIskBgZR9C1lhu5QxAFMaKijBg4DLsU6FDg0CkiAwSKshBZhNkXCO+c4QYC4dcrilKEQWqX1kHaFPmrQvlvT8dgaddFp2sSMIMae2T3rsCf2wF7Y58BaLa9GV0uTvNrjcqscPA1nP/5l1ci7OPph/anZRQUbnlZB2i0P6d5C6/Ebx+ed7FYm1lpmN+yN9F+zNnukGxiNd+02zTNXCNAHDH7370BejW/GE+m1aHK7/xN+LGAJK/Tc60hiFynI1FbgDBe49L1KIWleCvdSJV+fM4dfJi1+ARg9i4E=</latexit><latexit sha1_base64="1OTmmlwnDMoKaT5QaRWW5oYZd6s=">AAACZ3ichVG7SgNBFD1ZXzE+EhUkYBMNEaswEcFHFbSxzMM1gSSE3XWiQza7y+4mEIM/YGOpYqUgIn6GjT9gkU9Qywg2Ft5sgmIRvcPMvXPmnnvPzKiWLhyXsbZPGhoeGR3zjwcmJqemg6GZ2X3HrNsalzVTN+28qjhcFwaXXeHqPG/ZXKmpOs+p1Z3uea7BbUeYxp7btHipphwaoiI0xSVILhr1Mi+HoizOPIskBgZR9C1lhu5QxAFMaKijBg4DLsU6FDg0CkiAwSKshBZhNkXCO+c4QYC4dcrilKEQWqX1kHaFPmrQvlvT8dgaddFp2sSMIMae2T3rsCf2wF7Y58BaLa9GV0uTvNrjcqscPA1nP/5l1ci7OPph/anZRQUbnlZB2i0P6d5C6/Ebx+ed7FYm1lpmN+yN9F+zNnukGxiNd+02zTNXCNAHDH7370BejW/GE+m1aHK7/xN+LGAJK/Tc60hiFynI1FbgDBe49L1KIWleCvdSJV+fM4dfJi1+ARg9i4E=</latexit><latexit sha1_base64="1OTmmlwnDMoKaT5QaRWW5oYZd6s=">AAACZ3ichVG7SgNBFD1ZXzE+EhUkYBMNEaswEcFHFbSxzMM1gSSE3XWiQza7y+4mEIM/YGOpYqUgIn6GjT9gkU9Qywg2Ft5sgmIRvcPMvXPmnnvPzKiWLhyXsbZPGhoeGR3zjwcmJqemg6GZ2X3HrNsalzVTN+28qjhcFwaXXeHqPG/ZXKmpOs+p1Z3uea7BbUeYxp7btHipphwaoiI0xSVILhr1Mi+HoizOPIskBgZR9C1lhu5QxAFMaKijBg4DLsU6FDg0CkiAwSKshBZhNkXCO+c4QYC4dcrilKEQWqX1kHaFPmrQvlvT8dgaddFp2sSMIMae2T3rsCf2wF7Y58BaLa9GV0uTvNrjcqscPA1nP/5l1ci7OPph/anZRQUbnlZB2i0P6d5C6/Ebx+ed7FYm1lpmN+yN9F+zNnukGxiNd+02zTNXCNAHDH7370BejW/GE+m1aHK7/xN+LGAJK/Tc60hiFynI1FbgDBe49L1KIWleCvdSJV+fM4dfJi1+ARg9i4E=</latexit>

⌫µ
<latexit sha1_base64="TFgMIBDcbHs8GIJSBZrLgseMeyU=">AAACaXichVG7TgJBFD2sL8QHiA3RhkgwVmQwJj4qoo0lDxESIGR3HXTDvrIPEiT+gJ2ViVSaGGP8DBt/wIJPMNphYmPhZdloLNA7mbl3ztxz58wdyVQV22GsFxDGxicmp4LToZnZuflwZCF6aBuuJfOibKiGVZZEm6uKzouO4qi8bFpc1CSVl6Tm3uC81OKWrRj6gdM2eU0Tj3WlociiQ1Cpqrv1qubWIwmWYp7F0yODBHzLGpE7VHEEAzJcaODQ4VCsQoRNo4I0GEzCaugQZlGkeOccZwgR16UsThkioU1aj2lX8VGd9oOatseW6RaVpkXMOJLsmd2zPntiD+yFfY6s1fFqDLS0yUtDLjfr4fNY4eNflkbewckP60/NDhrY8rQqpN30kMEr5CG/dXrZL+zkk51VdsNeSf8167FHeoHeepdvczzfRYg+YHTfv4Piemo7lc5tJDK7/k8EsYwVrFG7N5HBPrIoeuIucIVu4E2ICjFhaZgqBHzOIn6ZkPgCGLOMbg==</latexit><latexit sha1_base64="TFgMIBDcbHs8GIJSBZrLgseMeyU=">AAACaXichVG7TgJBFD2sL8QHiA3RhkgwVmQwJj4qoo0lDxESIGR3HXTDvrIPEiT+gJ2ViVSaGGP8DBt/wIJPMNphYmPhZdloLNA7mbl3ztxz58wdyVQV22GsFxDGxicmp4LToZnZuflwZCF6aBuuJfOibKiGVZZEm6uKzouO4qi8bFpc1CSVl6Tm3uC81OKWrRj6gdM2eU0Tj3WlociiQ1Cpqrv1qubWIwmWYp7F0yODBHzLGpE7VHEEAzJcaODQ4VCsQoRNo4I0GEzCaugQZlGkeOccZwgR16UsThkioU1aj2lX8VGd9oOatseW6RaVpkXMOJLsmd2zPntiD+yFfY6s1fFqDLS0yUtDLjfr4fNY4eNflkbewckP60/NDhrY8rQqpN30kMEr5CG/dXrZL+zkk51VdsNeSf8167FHeoHeepdvczzfRYg+YHTfv4Piemo7lc5tJDK7/k8EsYwVrFG7N5HBPrIoeuIucIVu4E2ICjFhaZgqBHzOIn6ZkPgCGLOMbg==</latexit><latexit sha1_base64="TFgMIBDcbHs8GIJSBZrLgseMeyU=">AAACaXichVG7TgJBFD2sL8QHiA3RhkgwVmQwJj4qoo0lDxESIGR3HXTDvrIPEiT+gJ2ViVSaGGP8DBt/wIJPMNphYmPhZdloLNA7mbl3ztxz58wdyVQV22GsFxDGxicmp4LToZnZuflwZCF6aBuuJfOibKiGVZZEm6uKzouO4qi8bFpc1CSVl6Tm3uC81OKWrRj6gdM2eU0Tj3WlociiQ1Cpqrv1qubWIwmWYp7F0yODBHzLGpE7VHEEAzJcaODQ4VCsQoRNo4I0GEzCaugQZlGkeOccZwgR16UsThkioU1aj2lX8VGd9oOatseW6RaVpkXMOJLsmd2zPntiD+yFfY6s1fFqDLS0yUtDLjfr4fNY4eNflkbewckP60/NDhrY8rQqpN30kMEr5CG/dXrZL+zkk51VdsNeSf8167FHeoHeepdvczzfRYg+YHTfv4Piemo7lc5tJDK7/k8EsYwVrFG7N5HBPrIoeuIucIVu4E2ICjFhaZgqBHzOIn6ZkPgCGLOMbg==</latexit><latexit sha1_base64="TFgMIBDcbHs8GIJSBZrLgseMeyU=">AAACaXichVG7TgJBFD2sL8QHiA3RhkgwVmQwJj4qoo0lDxESIGR3HXTDvrIPEiT+gJ2ViVSaGGP8DBt/wIJPMNphYmPhZdloLNA7mbl3ztxz58wdyVQV22GsFxDGxicmp4LToZnZuflwZCF6aBuuJfOibKiGVZZEm6uKzouO4qi8bFpc1CSVl6Tm3uC81OKWrRj6gdM2eU0Tj3WlociiQ1Cpqrv1qubWIwmWYp7F0yODBHzLGpE7VHEEAzJcaODQ4VCsQoRNo4I0GEzCaugQZlGkeOccZwgR16UsThkioU1aj2lX8VGd9oOatseW6RaVpkXMOJLsmd2zPntiD+yFfY6s1fFqDLS0yUtDLjfr4fNY4eNflkbewckP60/NDhrY8rQqpN30kMEr5CG/dXrZL+zkk51VdsNeSf8167FHeoHeepdvczzfRYg+YHTfv4Piemo7lc5tJDK7/k8EsYwVrFG7N5HBPrIoeuIucIVu4E2ICjFhaZgqBHzOIn6ZkPgCGLOMbg==</latexit>

⌫⌧
<latexit sha1_base64="LjSxju+bqOFXPOuLI8uJjJunymA=">AAACanichVG7SgNBFD1Z3/GRaBrFRoyKVbgRwUcl2lj6WhNIJOyuoy7ui93ZgAZ/wNLGIjYKIuJn2PgDFn6CiJWCjYU3m0WxiN5hZu6cuefOmXt1zzIDSfSUUNraOzq7unuSvX39A6n04NB24Ia+IVTDtVy/qGuBsExHqNKUlih6vtBs3RIF/XClcV+oCj8wXWdLHnlix9b2HXPPNDTJULHshJWy1MJKOks5imws39LJIrY1N32DMnbhwkAIGwIOJPsWNAQ8SsiD4DG2gxpjPntmdC9wgiRzQ44SHKExesjrPp9KMerwuZEziNgGv2Lx9Jk5hkl6pFt6owe6o2f6bJmrFuVoaDniXW9yhVdJnQ5vfvzLsnmXOPhh/alZYg/zkVaTtXsR0viF0eRXj8/fNhc3JmtTdEUvrP+Snuief+BU343rdbFRR5Ib0Lru3446k1vI5ddns0vLcSe6MYpxTHO557CEVaxBjcp8hjouEq9KRhlRRpuhSiLmZPDLlIkvEJuM4A==</latexit><latexit sha1_base64="LjSxju+bqOFXPOuLI8uJjJunymA=">AAACanichVG7SgNBFD1Z3/GRaBrFRoyKVbgRwUcl2lj6WhNIJOyuoy7ui93ZgAZ/wNLGIjYKIuJn2PgDFn6CiJWCjYU3m0WxiN5hZu6cuefOmXt1zzIDSfSUUNraOzq7unuSvX39A6n04NB24Ia+IVTDtVy/qGuBsExHqNKUlih6vtBs3RIF/XClcV+oCj8wXWdLHnlix9b2HXPPNDTJULHshJWy1MJKOks5imws39LJIrY1N32DMnbhwkAIGwIOJPsWNAQ8SsiD4DG2gxpjPntmdC9wgiRzQ44SHKExesjrPp9KMerwuZEziNgGv2Lx9Jk5hkl6pFt6owe6o2f6bJmrFuVoaDniXW9yhVdJnQ5vfvzLsnmXOPhh/alZYg/zkVaTtXsR0viF0eRXj8/fNhc3JmtTdEUvrP+Snuief+BU343rdbFRR5Ib0Lru3446k1vI5ddns0vLcSe6MYpxTHO557CEVaxBjcp8hjouEq9KRhlRRpuhSiLmZPDLlIkvEJuM4A==</latexit><latexit sha1_base64="LjSxju+bqOFXPOuLI8uJjJunymA=">AAACanichVG7SgNBFD1Z3/GRaBrFRoyKVbgRwUcl2lj6WhNIJOyuoy7ui93ZgAZ/wNLGIjYKIuJn2PgDFn6CiJWCjYU3m0WxiN5hZu6cuefOmXt1zzIDSfSUUNraOzq7unuSvX39A6n04NB24Ia+IVTDtVy/qGuBsExHqNKUlih6vtBs3RIF/XClcV+oCj8wXWdLHnlix9b2HXPPNDTJULHshJWy1MJKOks5imws39LJIrY1N32DMnbhwkAIGwIOJPsWNAQ8SsiD4DG2gxpjPntmdC9wgiRzQ44SHKExesjrPp9KMerwuZEziNgGv2Lx9Jk5hkl6pFt6owe6o2f6bJmrFuVoaDniXW9yhVdJnQ5vfvzLsnmXOPhh/alZYg/zkVaTtXsR0viF0eRXj8/fNhc3JmtTdEUvrP+Snuief+BU343rdbFRR5Ib0Lru3446k1vI5ddns0vLcSe6MYpxTHO557CEVaxBjcp8hjouEq9KRhlRRpuhSiLmZPDLlIkvEJuM4A==</latexit><latexit sha1_base64="LjSxju+bqOFXPOuLI8uJjJunymA=">AAACanichVG7SgNBFD1Z3/GRaBrFRoyKVbgRwUcl2lj6WhNIJOyuoy7ui93ZgAZ/wNLGIjYKIuJn2PgDFn6CiJWCjYU3m0WxiN5hZu6cuefOmXt1zzIDSfSUUNraOzq7unuSvX39A6n04NB24Ia+IVTDtVy/qGuBsExHqNKUlih6vtBs3RIF/XClcV+oCj8wXWdLHnlix9b2HXPPNDTJULHshJWy1MJKOks5imws39LJIrY1N32DMnbhwkAIGwIOJPsWNAQ8SsiD4DG2gxpjPntmdC9wgiRzQ44SHKExesjrPp9KMerwuZEziNgGv2Lx9Jk5hkl6pFt6owe6o2f6bJmrFuVoaDniXW9yhVdJnQ5vfvzLsnmXOPhh/alZYg/zkVaTtXsR0viF0eRXj8/fNhc3JmtTdEUvrP+Snuief+BU343rdbFRR5Ib0Lru3446k1vI5ddns0vLcSe6MYpxTHO557CEVaxBjcp8hjouEq9KRhlRRpuhSiLmZPDLlIkvEJuM4A==</latexit>

⌧
<latexit sha1_base64="xFmUf1SKUG9Ds2AB2vZXwbRwYsQ=">AAACZnichVFLSwJRFP6cXmYPrYiCNpIYreQaQY+V1Kalj0xBJWamqw6OM8PMVTDpD7Roa9CqICL6GW36Ay38CdLSoE2LzoxStLDO5d5z7nfPd85371UsXXMEY12fNDY+MTnlnw7MzM7NB0MLiyeO2bBVnlVN3bTziuxwXTN4VmhC53nL5nJd0XlOqR2657kmtx3NNI5Fy+KlulwxtLKmysKFikJunIYiLMY8C8dHBhEMLWmGHlDEGUyoaKAODgOCYh0yHBoFxMFgEVZCmzCbIs0757hAgLgNyuKUIRNao7VCu8IQNWjv1nQ8tkpddJo2McOIslf2yPrshT2xHvscWavt1XC1tMgrAy63ToOXq5mPf1l18gLVH9afmgXK2PW0aqTd8hD3FuqA3zzv9DP76Wh7g92xN9J/y7rsmW5gNN/V+xRP3yBAHzD63b+D7FZsLxZPbUcSB8Of8GMN69ik595BAkdIIkttq7hCB9e+nhSUlqWVQarkG3KW8Muk8Bc3gIsa</latexit><latexit sha1_base64="xFmUf1SKUG9Ds2AB2vZXwbRwYsQ=">AAACZnichVFLSwJRFP6cXmYPrYiCNpIYreQaQY+V1Kalj0xBJWamqw6OM8PMVTDpD7Roa9CqICL6GW36Ay38CdLSoE2LzoxStLDO5d5z7nfPd85371UsXXMEY12fNDY+MTnlnw7MzM7NB0MLiyeO2bBVnlVN3bTziuxwXTN4VmhC53nL5nJd0XlOqR2657kmtx3NNI5Fy+KlulwxtLKmysKFikJunIYiLMY8C8dHBhEMLWmGHlDEGUyoaKAODgOCYh0yHBoFxMFgEVZCmzCbIs0757hAgLgNyuKUIRNao7VCu8IQNWjv1nQ8tkpddJo2McOIslf2yPrshT2xHvscWavt1XC1tMgrAy63ToOXq5mPf1l18gLVH9afmgXK2PW0aqTd8hD3FuqA3zzv9DP76Wh7g92xN9J/y7rsmW5gNN/V+xRP3yBAHzD63b+D7FZsLxZPbUcSB8Of8GMN69ik595BAkdIIkttq7hCB9e+nhSUlqWVQarkG3KW8Muk8Bc3gIsa</latexit><latexit sha1_base64="xFmUf1SKUG9Ds2AB2vZXwbRwYsQ=">AAACZnichVFLSwJRFP6cXmYPrYiCNpIYreQaQY+V1Kalj0xBJWamqw6OM8PMVTDpD7Roa9CqICL6GW36Ay38CdLSoE2LzoxStLDO5d5z7nfPd85371UsXXMEY12fNDY+MTnlnw7MzM7NB0MLiyeO2bBVnlVN3bTziuxwXTN4VmhC53nL5nJd0XlOqR2657kmtx3NNI5Fy+KlulwxtLKmysKFikJunIYiLMY8C8dHBhEMLWmGHlDEGUyoaKAODgOCYh0yHBoFxMFgEVZCmzCbIs0757hAgLgNyuKUIRNao7VCu8IQNWjv1nQ8tkpddJo2McOIslf2yPrshT2xHvscWavt1XC1tMgrAy63ToOXq5mPf1l18gLVH9afmgXK2PW0aqTd8hD3FuqA3zzv9DP76Wh7g92xN9J/y7rsmW5gNN/V+xRP3yBAHzD63b+D7FZsLxZPbUcSB8Of8GMN69ik595BAkdIIkttq7hCB9e+nhSUlqWVQarkG3KW8Muk8Bc3gIsa</latexit><latexit sha1_base64="xFmUf1SKUG9Ds2AB2vZXwbRwYsQ=">AAACZnichVFLSwJRFP6cXmYPrYiCNpIYreQaQY+V1Kalj0xBJWamqw6OM8PMVTDpD7Roa9CqICL6GW36Ay38CdLSoE2LzoxStLDO5d5z7nfPd85371UsXXMEY12fNDY+MTnlnw7MzM7NB0MLiyeO2bBVnlVN3bTziuxwXTN4VmhC53nL5nJd0XlOqR2657kmtx3NNI5Fy+KlulwxtLKmysKFikJunIYiLMY8C8dHBhEMLWmGHlDEGUyoaKAODgOCYh0yHBoFxMFgEVZCmzCbIs0757hAgLgNyuKUIRNao7VCu8IQNWjv1nQ8tkpddJo2McOIslf2yPrshT2xHvscWavt1XC1tMgrAy63ToOXq5mPf1l18gLVH9afmgXK2PW0aqTd8hD3FuqA3zzv9DP76Wh7g92xN9J/y7rsmW5gNN/V+xRP3yBAHzD63b+D7FZsLxZPbUcSB8Of8GMN69ik595BAkdIIkttq7hCB9e+nhSUlqWVQarkG3KW8Muk8Bc3gIsa</latexit>

µ
<latexit sha1_base64="rTv+F/dAjnsYyYmb4w9ktbRaA6s=">AAACZXichVFLSwJRFP6cXmal9iCCFklitJJrBD1WUpuWPpoUVGRmutrgvJgZBZP+QNA2F60KIqKf0aY/0MJ/ULQ0aNOi4yhFC+tc7j3nfvd853z3XtnSVMdlrOMTRkbHxif8k4Gp6ZlgKDw7d+SYdVvhomJqpp2XJYdrqsFFV3U1nrdsLumyxnNybb93nmtw21FN49BtWrykS1VDraiK5BKULer1cjjK4syzSGJoEMXAUmb4DkUcw4SCOnRwGHAp1iDBoVFAAgwWYSW0CLMpUr1zjjMEiFunLE4ZEqE1Wqu0KwxQg/a9mo7HVqiLRtMmZgQx9szuWZc9sQf2yj6H1mp5NXpamuTlPpdb5dD5UvbjX5ZO3sXJD+tPzS4q2Pa0qqTd8pDeLZQ+v3Ha7mZ3M7HWGrthb6T/mnXYI93AaLwrt2meuUKAPmD4u38H4kZ8J55Ib0aTe4Of8GMZq1in595CEgdIQaS2VVzgEm3fixAUFoTFfqrgG3Dm8cuElS9BPoqo</latexit><latexit sha1_base64="rTv+F/dAjnsYyYmb4w9ktbRaA6s=">AAACZXichVFLSwJRFP6cXmal9iCCFklitJJrBD1WUpuWPpoUVGRmutrgvJgZBZP+QNA2F60KIqKf0aY/0MJ/ULQ0aNOi4yhFC+tc7j3nfvd853z3XtnSVMdlrOMTRkbHxif8k4Gp6ZlgKDw7d+SYdVvhomJqpp2XJYdrqsFFV3U1nrdsLumyxnNybb93nmtw21FN49BtWrykS1VDraiK5BKULer1cjjK4syzSGJoEMXAUmb4DkUcw4SCOnRwGHAp1iDBoVFAAgwWYSW0CLMpUr1zjjMEiFunLE4ZEqE1Wqu0KwxQg/a9mo7HVqiLRtMmZgQx9szuWZc9sQf2yj6H1mp5NXpamuTlPpdb5dD5UvbjX5ZO3sXJD+tPzS4q2Pa0qqTd8pDeLZQ+v3Ha7mZ3M7HWGrthb6T/mnXYI93AaLwrt2meuUKAPmD4u38H4kZ8J55Ib0aTe4Of8GMZq1in595CEgdIQaS2VVzgEm3fixAUFoTFfqrgG3Dm8cuElS9BPoqo</latexit><latexit sha1_base64="rTv+F/dAjnsYyYmb4w9ktbRaA6s=">AAACZXichVFLSwJRFP6cXmal9iCCFklitJJrBD1WUpuWPpoUVGRmutrgvJgZBZP+QNA2F60KIqKf0aY/0MJ/ULQ0aNOi4yhFC+tc7j3nfvd853z3XtnSVMdlrOMTRkbHxif8k4Gp6ZlgKDw7d+SYdVvhomJqpp2XJYdrqsFFV3U1nrdsLumyxnNybb93nmtw21FN49BtWrykS1VDraiK5BKULer1cjjK4syzSGJoEMXAUmb4DkUcw4SCOnRwGHAp1iDBoVFAAgwWYSW0CLMpUr1zjjMEiFunLE4ZEqE1Wqu0KwxQg/a9mo7HVqiLRtMmZgQx9szuWZc9sQf2yj6H1mp5NXpamuTlPpdb5dD5UvbjX5ZO3sXJD+tPzS4q2Pa0qqTd8pDeLZQ+v3Ha7mZ3M7HWGrthb6T/mnXYI93AaLwrt2meuUKAPmD4u38H4kZ8J55Ib0aTe4Of8GMZq1in595CEgdIQaS2VVzgEm3fixAUFoTFfqrgG3Dm8cuElS9BPoqo</latexit><latexit sha1_base64="rTv+F/dAjnsYyYmb4w9ktbRaA6s=">AAACZXichVFLSwJRFP6cXmal9iCCFklitJJrBD1WUpuWPpoUVGRmutrgvJgZBZP+QNA2F60KIqKf0aY/0MJ/ULQ0aNOi4yhFC+tc7j3nfvd853z3XtnSVMdlrOMTRkbHxif8k4Gp6ZlgKDw7d+SYdVvhomJqpp2XJYdrqsFFV3U1nrdsLumyxnNybb93nmtw21FN49BtWrykS1VDraiK5BKULer1cjjK4syzSGJoEMXAUmb4DkUcw4SCOnRwGHAp1iDBoVFAAgwWYSW0CLMpUr1zjjMEiFunLE4ZEqE1Wqu0KwxQg/a9mo7HVqiLRtMmZgQx9szuWZc9sQf2yj6H1mp5NXpamuTlPpdb5dD5UvbjX5ZO3sXJD+tPzS4q2Pa0qqTd8pDeLZQ+v3Ha7mZ3M7HWGrthb6T/mnXYI93AaLwrt2meuUKAPmD4u38H4kZ8J55Ib0aTe4Of8GMZq1in595CEgdIQaS2VVzgEm3fixAUFoTFfqrgG3Dm8cuElS9BPoqo</latexit>

物質を構成する素粒子 力を媒介する素粒子

質量を与える素粒子

ｇ

W

Z

ｈ

グルーオン
　gluon

フォトン
　photon

W粒子
　W boson

Ｚ粒子
　Z boson

グラビトン
　graviton

1979年

1905年

1983年

1983年

強い相互作用

電磁気力

弱い相互作用

ヒッグス粒子
Higgs boson

2012年

? 未検出

重力

�
<latexit sha1_base64="aFCExmkbxPrJ6aPM/ixnnfNH3Uk=">AAACaHichVHLSgMxFD0d3/XRqgsVN8WiuCoZEXysRDcu22qroKVkxlhj58XMtKDFH3DlTtSVgoj4GW78ARf9BOmyghsX3k4HREW9IcnJyT03J4nmGNLzGatHlI7Oru6e3r5o/8DgUCw+PJL37Iqri5xuG7a7rXFPGNISOV/6hth2XMFNzRBbWnmttb9VFa4nbWvTP3JEweQlS+5LnftE5XdL3DR5MZ5kKRZE4idQQ5BEGGk7fodd7MGGjgpMCFjwCRvg8KjtQAWDQ1wBNeJcQjLYFzhBlLQVyhKUwYkt01ii1U7IWrRu1fQCtU6nGNRdUiYwzZ7ZPWuyJ/bAXtj7r7VqQY2WlyOatbZWOMXY6fjG278qk2YfB5+qPz372Mdi4FWSdydgWrfQ2/rq8XlzYzk7XZthN6xB/q9ZnT3SDazqq36bEdkrROkD1O/P/RPk5lJLKTUzn1xZDX+iF5OYwiw99wJWsI40cnTsIc5wgctIQxlWxpSJdqoSCTWj+BLK1AfzPIvl</latexit><latexit sha1_base64="aFCExmkbxPrJ6aPM/ixnnfNH3Uk=">AAACaHichVHLSgMxFD0d3/XRqgsVN8WiuCoZEXysRDcu22qroKVkxlhj58XMtKDFH3DlTtSVgoj4GW78ARf9BOmyghsX3k4HREW9IcnJyT03J4nmGNLzGatHlI7Oru6e3r5o/8DgUCw+PJL37Iqri5xuG7a7rXFPGNISOV/6hth2XMFNzRBbWnmttb9VFa4nbWvTP3JEweQlS+5LnftE5XdL3DR5MZ5kKRZE4idQQ5BEGGk7fodd7MGGjgpMCFjwCRvg8KjtQAWDQ1wBNeJcQjLYFzhBlLQVyhKUwYkt01ii1U7IWrRu1fQCtU6nGNRdUiYwzZ7ZPWuyJ/bAXtj7r7VqQY2WlyOatbZWOMXY6fjG278qk2YfB5+qPz372Mdi4FWSdydgWrfQ2/rq8XlzYzk7XZthN6xB/q9ZnT3SDazqq36bEdkrROkD1O/P/RPk5lJLKTUzn1xZDX+iF5OYwiw99wJWsI40cnTsIc5wgctIQxlWxpSJdqoSCTWj+BLK1AfzPIvl</latexit><latexit sha1_base64="aFCExmkbxPrJ6aPM/ixnnfNH3Uk=">AAACaHichVHLSgMxFD0d3/XRqgsVN8WiuCoZEXysRDcu22qroKVkxlhj58XMtKDFH3DlTtSVgoj4GW78ARf9BOmyghsX3k4HREW9IcnJyT03J4nmGNLzGatHlI7Oru6e3r5o/8DgUCw+PJL37Iqri5xuG7a7rXFPGNISOV/6hth2XMFNzRBbWnmttb9VFa4nbWvTP3JEweQlS+5LnftE5XdL3DR5MZ5kKRZE4idQQ5BEGGk7fodd7MGGjgpMCFjwCRvg8KjtQAWDQ1wBNeJcQjLYFzhBlLQVyhKUwYkt01ii1U7IWrRu1fQCtU6nGNRdUiYwzZ7ZPWuyJ/bAXtj7r7VqQY2WlyOatbZWOMXY6fjG278qk2YfB5+qPz372Mdi4FWSdydgWrfQ2/rq8XlzYzk7XZthN6xB/q9ZnT3SDazqq36bEdkrROkD1O/P/RPk5lJLKTUzn1xZDX+iF5OYwiw99wJWsI40cnTsIc5wgctIQxlWxpSJdqoSCTWj+BLK1AfzPIvl</latexit><latexit sha1_base64="aFCExmkbxPrJ6aPM/ixnnfNH3Uk=">AAACaHichVHLSgMxFD0d3/XRqgsVN8WiuCoZEXysRDcu22qroKVkxlhj58XMtKDFH3DlTtSVgoj4GW78ARf9BOmyghsX3k4HREW9IcnJyT03J4nmGNLzGatHlI7Oru6e3r5o/8DgUCw+PJL37Iqri5xuG7a7rXFPGNISOV/6hth2XMFNzRBbWnmttb9VFa4nbWvTP3JEweQlS+5LnftE5XdL3DR5MZ5kKRZE4idQQ5BEGGk7fodd7MGGjgpMCFjwCRvg8KjtQAWDQ1wBNeJcQjLYFzhBlLQVyhKUwYkt01ii1U7IWrRu1fQCtU6nGNRdUiYwzZ7ZPWuyJ/bAXtj7r7VqQY2WlyOatbZWOMXY6fjG278qk2YfB5+qPz372Mdi4FWSdydgWrfQ2/rq8XlzYzk7XZthN6xB/q9ZnT3SDazqq36bEdkrROkD1O/P/RPk5lJLKTUzn1xZDX+iF5OYwiw99wJWsI40cnTsIc5wgctIQxlWxpSJdqoSCTWj+BLK1AfzPIvl</latexit>

ゲージ粒子
gauge bosons

u c t

d s b

電子ー反電子
陽子ー反陽子
中性子ー反中性子

理論の対称性から，あるはず
（実際にごくわずか見つかっている）

なぜ，宇宙は物質だけで
反物質はないのか？



小林・益川理論
Kobayashi-Mazkawa theory

✴物質を構成する粒子には必ずそれと対をなす「反粒子」と呼
ばれる，もとの粒子とは逆の特性を持つ粒子が存在する． 

✴「反粒子」は宇宙創生のとき「粒子」と同数つくり出された
はずであるが，現在、我々の世界は「粒子」のみから成ってい
る．これは，「CP対称性の破れ」の問題と呼ばれている． 

✴1973年，小林誠(29)と益川敏英(33)は，「クォークが6種類
（以上）あれば，CP対称性の破れを説明できる」とする論文
を発表した．当時クォークは3種類しか知られていなかった
が，その後，6種類のクオークは実際に確認された． 

✴現在の素粒子物理学の「標準理論」の重要な要素の１つ． 

CP対称性：Cは電荷の符号やその粒子が持つ固有の値を，Pは空間軸の向きを示す． このCとPを両方同時に逆
転させる（CP変換），すなわち素粒子をその反粒子に置き換え，鏡像変換を行っても，ほとんどの場合，物理
法則は不変であり，これをCP対称性という． 
CP対称性の破れ： K中間子のまれな崩壊でCP対称性がわずかに破れていることが1964年に見つかった． 

【物理】



前回のミニッツペーパー記入項目
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【12-1】アインシュタインが自ら「生涯最大のひらめき」と称したものは何か． 

【12-2】アインシュタインが「生涯最大の誤り」と語ったものは何か． 

エレベーターの思考実験から、重力加速度は局所的には消去できるが大局的に
は消去できないのは、空間は曲がっているためとした思いつき。

何回も授業の動画を観ましたが分かりませんでした。
複利とは「元本だけでなく、利子が利子を生む」という考え方のこと

アインシュタインが一般相対性理論を思いつくきっかけ（p81)

膨張や収縮する宇宙の解が得られてしまったのを直すために、宇宙項と呼ばれ
る定数を自ら導出した重力場の方程 式に追加することを考えた。しかし、実際
に宇宙膨張が発見され、宇宙項の提案を撤回しなければならなくなった
宇宙は定常のものとして、アインシュタイン方程式に斥力を表す宇宙定数Λを取
り入れたこと。

?



量子コンピュータ（1）
2019年10月，Googleが，量子コンピュータを開発， 
世界最速のスーパーコンピュータが１万年かかる計算を 
200秒で終了した，と発表した．

米国立オークリッジ研究所にある世界最速のスパコン「サミット」 
（U.S. Department of Energy, Oak Ridge National Laboratory提供）

グーグルが開発した量子コンピューターのチップ 
「シカモア　Sycamore」



量子コンピュータ（2）

IBMが開発している量子コンピュータ

日本経済新聞



量子コンピュータ（3）

素因数分解がすぐに 
解けたら暗号が破られる

インターネット上の暗号が破られる？

https://www.ipa.go.jp/security/pki/022.html

http://www.s.osakafu-u.ac.jp/default/3491.html



5.1　宇宙が膨張しているとわかるまで 
　　　 
5.2　ビッグバン宇宙論 

5.3　インフレーション宇宙モデル 

1929年のハッブル膨張則の発見

　第6章 第5章　標準宇宙論

1964年の宇宙背景放射の発見

ほぼ確定か？
宇宙がビッグバンで始まったというのは今では常識ですが、そこに至るまで、さま
ざまな論争や発見があったんだと思いました。しかし、ビッグバンが起こった原
因などいまだに謎が多い部分もあるので、いつか解明されることを願います。



火の玉宇宙論の誕生

ガモフ

Physical Review, 1948/4/1

宇宙膨張が本当なら，過去は小さな宇宙だったはず． 
宇宙のはじまりは，すべての物質とエネルギーが集ま
り，非常に高温で高密度の状態だったことになる．

1946年，ガモフ，「宇宙が高温高密度の火の
玉の状態だったときに，短時間で元素が合成さ
れていった」 
1948年，αβγ，「高温高密度の宇宙初期に
起こる核反応で，すべての元素がつくられる」×

　5．宇宙論　>>　5.2 ビッグバン標準宇宙論 教科書 p159



火の玉宇宙論　vs　定常宇宙論

1948年，αβγ，「高温高密度の宇宙初期に起こる核反応で，すべての元素がつくられる」 
1950年，林，「はじめの３分間で軽元素がつくられる」

しかし，
当時の観測データからは，宇宙年齢は18億年
vs  地球の岩石からは，地球年齢は30億年

定常宇宙論

Fred Hoyle 
 (1915‒2001)

「宇宙に始まりも終わりもない」

教科書 p159



火の玉宇宙論　vs　定常宇宙論

「宇宙に始まりも終わりもない」

ガモフ

「宇宙には始まりがあった」

ホイル

宇宙膨張をしていても新たに物質が 
生成していれば大丈夫

ビッグバン，いい名前だ． 
ビッグバン宇宙論，と呼ぶことにしよう

彼らは宇宙が大きな爆発(ビッグバン)  
から始まったと言っている

ビッグバン宇宙論

宇宙誕生後，３分で軽元素の合成が 
された

教科書 p160



前回のミニッツペーパー
「ビッグバン宇宙」の命名者は誰？ 

　 
　

1
「定常宇宙モデル」のホイル 
（「火の玉宇宙論」を揶揄して使った言葉から）

火の玉宇宙論　vs　定常宇宙論

「宇宙に始まりも終わりもない」

ガモフ

「宇宙には始まりがあった」

ホイル

宇宙膨張をしていても新たに物質が 
生成していれば大丈夫

ビッグバン，いい名前だ． 
ビッグバン宇宙論，と呼ぶことにしよう

彼らは宇宙が大きな爆発(ビッグバン)  
から始まったと言っている

ビッグバン宇宙論

宇宙誕生後，３分で軽元素の合成が 
された

教科書 p160



教科書 p160



宇宙マイクロ波背景輻射
Cosmological Microwave Background Radiation (CMB)

黒体放射（黒体輻射） 
＝物体は，温度に応じて 
　熱を電磁波の形で放射する

過去に宇宙が高温だったら， 
その証拠の「放射」があるはず

宇宙誕生後，30万年ほど経つと，光がさえぎられずに直進でき
るようになる．その時の温度が放射されて残っているはず．
約3000 K  　　宇宙膨張で温度下がって　　　５-７K　位

2.0¥1014 4.0¥1014 6.0¥1014 8.0¥1014 1.0¥1015 1.2¥1015 1.4¥1015

300

周波数[Hz]
波長[nm]1500 750 500 375 250

強
度
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T = 5000[K]

T = 4500[K]

T = 4000[K]

T = 3500[K]
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1964年，宇宙背景輻射の発見
Discovery of CMB, 1964

宇宙誕生後，30万年ほど経つと，光がさえぎられずに直進でき
るようになる．その時の温度が放射されて残っているはず．
約3000 K  　　宇宙膨張で温度下がって　　　５-７K　位

Arno A. Penzias (1933‒)  
Robert W. Wilson (1936‒) 

ベル研究所，電波通信の実験 
「どうしても取り除けないノイズがある」 
「昼夜によらず，季節によらず，方向によらない
ノイズがある」

3.5K

1978年，ノーベル物理学賞受賞



1964年，宇宙背景輻射の発見
Discovery of CMB, 1964

ガモフがペンジアスと
ウィルソンに宛てた手紙



COBE衛星によるCMBの測定
Cosmic Background Explorer, 1992

宇宙誕生後，30万年ほど経つと，光がさえぎられずに直進でき
るようになる．その時の温度が放射されて残っているはず．
約3000 K  　　宇宙膨張で温度下がって　　　５-７K　位

John C. Mather (1946‒)  
George F. Smoot III (1945‒)

3.5K2.73 K

2006年，ノーベル物理学賞受賞



WMAP衛星によるCMBの測定
Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, 2002

宇宙誕生後，30万年ほど経つと，光がさえぎられずに直進でき
るようになる．その時の温度が放射されて残っているはず．
約3000 K  　　宇宙膨張で温度下がって　　 2.73  K　位

2.72548±0.00057 K

37万９000年



WMAP 
Measures 

Microwaves 
From the 
Universe

• The mean temperature of photons in the 
Universe today is 2.725 K

• WMAP is capable of measuring the 
temperature contrast down to better than 
one part in millionth

小松英一郎氏のviewgraphより



小松英一郎氏のviewgraphより



WMAP衛星によるCMBの測定
Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, 2002

宇宙誕生後，30万年ほど経つと，光がさえぎられずに直進でき
るようになる．その時の温度が放射されて残っているはず．
約3000 K  　　宇宙膨張で温度下がって　　 2.73  K　位

2.72548±0.00057 K

37万９000年



Planck衛星によるCMBの測定
Planck, ESA, 2013

宇宙誕生後，37万9000年ほど経つと，光がさえぎられずに直進
できるようになる．その時の温度が放射されて残っているはず．
約3000 K  宇宙膨張で温度下がって 2.72548±0.00057  

2.72548±0.00057 K

38万年
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標準ビッグバン宇宙論は正しい

標準ビッグバンモデル：まとめ
　5．宇宙論　>>　5.2 ビッグバン標準宇宙論 教科書 p169



宇宙はどうやってはじまったのか．

宇宙に終わりはあるのか．

宇宙は何でできているのか．

宇宙の法則は何か．

宇宙にどうして我々がいるのか．

ダークマター問題
　未知の物質？
ダークエネルギー問題
　加速膨張の原因？
ダークエイジ問題
　初代の星はどうやってできた？



http://www.nao.ac.jp/study/uchuzu/rule.html

http://www.nao.ac.jp/study/uchuzu/rule.html


http://www.nao.ac.jp/study/uchuzu/rule.html

http://www.nao.ac.jp/study/uchuzu/rule.html


2018 versionhttp://www.nao.ac.jp/study/uchuzu2018/



ルール1　宇宙を見ることは，昔を見ること 
太陽は，8分ほど昔の姿．すばる（散開星団M45）は 400
年ほど昔の姿．遠くを見るほど，過去の姿をみている． 

ルール2　見える宇宙と見えない宇宙がある 
我々は「現在の宇宙」を見ることはできない．見えるの
は，中央の「しずく」の部分． 

ルール3　宇宙では，遠くの距離は要注意 
我々が見える一番遠くからきた光は，「137億光年」先．
しかし，そのときに放たれた光源は，宇宙膨張によって，
470億光年のかなた．

私たちに見える宇宙＝しずく形の表面． 

　宇宙がどうやって誕生したのか　＝ラッパ形の底の部分がどうなっているのか． 
　宇宙がどのように広がってきたか＝ラッパ形の表面の形はどうなっているのか． 
　宇宙は我々の宇宙だけか　　　　＝ラッパ形の向こうにも宇宙は他にあるのか．

宇宙図の見方



宇宙図の見方



宇宙図の見方



宇宙図の見方



小松英一郎氏のviewgraphより



前回のミニッツペーパー
　 
　宇宙マイクロ波背景放射は，(a)と(b)により(c)年に偶然 
　発見された． 
　宇宙初期が(d)であることを示す決定的な証拠である．

2

(a)(b) ペンジアスと 
　　　　ウィルソン 
(c) 19６４年 
　（1965年に論文発表） 
(d) 高温状態 
（そして宇宙の構造形成の 
　種が存在していたこと）

1964年，宇宙背景輻射の発見
Discovery of CMB, 1964

宇宙誕生後，30万年ほど経つと，光がさえぎられずに直進でき
るようになる．その時の温度が放射されて残っているはず．
約3000 K  　　宇宙膨張で温度下がって　　　５-７K　位

Arno A. Penzias (1933‒)  
Robert W. Wilson (1936‒) 

ベル研究所，電波通信の実験 
「どうしても取り除けないノイズがある」 
「昼夜によらず，季節によらず，方向によらない
ノイズがある」

3.5K

1978年，ノーベル物理学賞受賞



Planck衛星によるCMBの測定
Planck, ESA, 2013

宇宙誕生後，37万9000年ほど経つと，光がさえぎられずに直進
できるようになる．その時の温度が放射されて残っているはず．
約3000 K  宇宙膨張で温度下がって 2.72548±0.00057  

2.72548±0.00057 K

38万年
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Planck衛星によるCMBの測定
Planck, ESA, 2013

宇宙誕生後，37万9000年ほど経つと，光がさえぎられずに直進
できるようになる．その時の温度が放射されて残っているはず．
約3000 K  宇宙膨張で温度下がって 2.72548±0.00057  

2.72548±0.00057 K

38万年



標準ビッグバン宇宙論は正しい

標準ビッグバンモデル：まとめ
　5．宇宙論　>>　5.2 ビッグバン標準宇宙論 教科書 p169



教科書 p168



教科書 p169



　5.2.4 宇宙の熱史　 教科書 p165-166



第5章　標準宇宙論

宇宙は膨張している． 
標準ビッグバン宇宙モデルは正しい． 

しかし，．．．



ビッグバン宇宙モデルの問題点
教科書 p170



アインシュタイン方程式の解 
【フリードマン解， FRW解， LFRW解】

Friedmann, Robertson, Walker, Lemaitre (1920s) 
完全流体，一様等方時空（球対称）でのEinstein方程式の厳密解

開いた宇宙　　　　平らな宇宙　　　　閉じた宇宙

p155



インフレーション宇宙モデル
1981年　 
宇宙の初期に急激な膨張 
（インフレーション宇宙モデル）

初期の宇宙は 
指数関数的膨張 
（佐藤勝彦） 

インフレーション宇宙 
（A. Guth） 

教科書 p172　5．宇宙論　>>　5.3 インフレーション宇宙モデル 教科書 p170



　宇宙初期の力の相転移
重力
電磁気力
強い力　（原子核内の陽子と中性子をつなぐ力）
弱い力　（ニュートリノをつなぐ力）

教科書 p167



宇宙初期の相転移現象 物質の状態が変化すること
例）温度が下がると，水→氷

水の状態
氷の状態

p167　図5.17教科書 p167



冷蔵庫にいれていたペットボトルの水を出すと，一瞬で凍った．
＝　過冷却現象



冷蔵庫にいれていたペットボトルの水を出すと，一瞬で凍った．
＝　過冷却現象

固体から液体へ＝相転移現象
phase transition

氷水

横軸 φ は，状態を表す変数
縦軸 V(φ) は，エネルギー．
　（下へ行くほど安定な坂道）

気体（気相）

液体（液相）

固体（固体相）



南部陽一郎（米国籍） 
（ノーベル物理学賞　2008） 
素粒子物理学と核物理学における 
自発的対称性の破れの発見 
for the discovery of the mechanism of 
spontaneous broken symmetry in subatomic physics

 自発的対称性の破れ

気体（気相）

液体（液相）

固体（固体相）

対称性の高い状態
（平均すればゼロ）

対称性の破れた状態



http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/

南部陽一郎（米国籍）　（2008） 
素粒子物理学と核物理学における自発的対称性の破れの発見 

小林誠　　　           益川敏英　　（2008） 
クォークの世代数を予言する対称性の破れの起源の発見 
one half awarded to Yoichiro Nambu "for the discovery of the mechanism of spontaneous broken symmetry in subatomic 
physics", the other half jointly to Makoto Kobayashi and Toshihide Maskawa "for the discovery of the origin of the broken 
symmetry which predicts the existence of at least three families of quarks in nature".

 
Nobel Laureates in Physics: Japanese Laureates 

日本人のノーベル物理学賞　受賞者　(2)

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2014/


インフレーション宇宙モデル

偽真空 真の真空

インフレーション膨張



インフレーションは偽真空の
泡の衝突で終わる．

偽真空

超高温超高密度の 
ビッグバンのはじまり



インフレーション宇宙モデル
1981年　 
宇宙の初期に急激な膨張 
（インフレーション宇宙モデル）

初期の宇宙は 
指数関数的膨張 
（佐藤勝彦） 

インフレーション宇宙 
（A. Guth） 

　5．宇宙論　>>　5.3 インフレーション宇宙モデル 教科書 p170



宇宙は我々の宇宙だけではなかった

universe× multiverse

教科書 p173



2018 versionhttp://www.nao.ac.jp/study/uchuzu2018/



2014年3月　宇宙背景輻射にBモードのゆらぎを発見！ 
→　インフレーション宇宙を確認！！ 

2014年6月　結論は尚早．他のグループでの確認必要．



インフレーション宇宙の証拠を発見？ 教科書 p174



インフレーション宇宙の証拠を発見？ 教科書 p174



https://www.youtube.com/watch?v=crHnzNJCKSo

宇宙最前線～137億年の謎～ 宇宙科学の現在

https://www.youtube.com/watch?v=crHnzNJCKSo


•ビッグバン宇宙の始まり 
＝インフレーション膨張した 
　偽の真空泡の衝突

•その前は？

混沌とした量子時空の世界？  or else?

　5．宇宙論　>>　5.4 宇宙のはじまり 教科書 p175



ホーキング，膜宇宙論を語る《2007年，東京大学》　(3)   start on click 1’09”

無境界仮説による宇宙のはじまりの解釈



特殊相対性理論 

一般相対性理論

ニュートン力学

量子力学

F = ma

量子場の理論
究極の理論 
未完成



　5．宇宙論　>>　5.4 宇宙のはじまり 教科書 p177

•超ひも理論（超弦理論 superstring theory） 
＝11次元時空で構成された量子重力理論の候補



Brane-world cosmology 
膜宇宙論

L. Randall & R. Sundrum (1999)

　5．宇宙論　>>　5.4 宇宙のはじまり 教科書 p178



万有引力の法則







ホーキング，膜宇宙論を語る《2007年，東京大学》　(5)   start on click 2’00”

https://www.youtube.com/watch?v=n8Mcl81oLOc

https://www.youtube.com/watch?v=n8Mcl81oLOc


ホーキング，膜宇宙論を語る《2007年，東京大学》　(2)   start on click 3’05”

https://www.youtube.com/watch?v=ckq5xMVddvU

https://www.youtube.com/watch?v=ckq5xMVddvU


NHK BS 異次元への招待 (2007/8)

on click 1minhttp://www.dailymotion.com/video/x3c5iy_リサ-ランドール-異次元への招待1-4_news

http://www.dailymotion.com/video/x3c5iy_


NHK BS 異次元への招待 (2007/8)

on click 3minhttp://www.dailymotion.com/video/x3c5iy_リサ-ランドール-異次元への招待1-4_news

http://www.dailymotion.com/video/x3c5iy_




http://www.physics.princeton.edu/~steinh/cycliccosmology.html

http://www.physics.princeton.edu/~steinh/cycliccosmology.html


宇宙は我々の宇宙だけではなかった

universe× multiverse

教科書 p173



Men in Black (1997)



本日のミニッツペーパー記入項目

90

https://forms.gle/CxXt4Vk29Y9s4CtAA

Google Formから回答

出席票を兼ねます．提出期限 12月21日(火) 23:59　

手書きのものを写真にして添付するのでもよい．

【13-1】インフレーション宇宙モデルは，標準ビッグバン宇宙モデルの何を 
               解決したのか？（2つ以上）． 
【13-2】「宇宙は1つではない．」　証拠はないし，観測できる可能性もない． 
　           しかし，科学者が，そう信じる理由は？ 
【13-3】通信欄．（講義で取り上げて欲しい疑問・要望・連絡事項など、何かあれば） 

　　レポート２　12/27; レポート３　1/24 ；残りの講義　1/14，1/17


