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最先端の数学と物理学、天文学が
連携して宇宙の謎に挑む

■ 基本情報 （2015年度）
拠  点  長 ：村山  斉
主任研究者（PI）：19名 （内 外国人研究者数 5名、女性研究者数 1名）
その他研究者：240名 （内 外国人研究者数 86名、女性研究者数 10名）
研究支援員 ：31名
事 務 部 門 ：部門長　春山 富義
  スタッフ 10名 （内 英語対応者割合 30%）
サテライト機関・連携機関：カリフォルニア大学バークレー校（アメリカ）、
 ステクロフ数学研究所（ロシア）、トライアンフ研究所（カナダ）、
 プリンストン大学（アメリカ）、マルセイユ天文物理研究所（フランス）、
 台湾中央研究院天文及び天文物理研究所（台湾）など
URL：http://www.ipmu.jp/ja

2007年に世界トップレベル研究拠点(WPI)に採択され、東京大学数物連携宇宙
研究機構 (IPMU)として発足。その後、2012年 4月米国カブリ財団による寄附
を受け、東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構 (Kavli IPMU)と
なる。2015年 4月現在、85名の常勤研究者が在籍しており、その半数が外国
人研究者というとてもグローバルな研究環境である。他機関に所属する連携研究
者や大学院学生を含め、国内外約 250名の数学、物理学及び天文学の研究者が
連携して宇宙の謎の解明に関わる研究を行っている。

東京大学 国際高等研究所 カブリ数物連携宇宙研究機構
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〒 277-8583　千葉県柏市柏の葉 5-1-5
Phone: 04-7136-4940　
Email: inquiry@ipmu.jp

論文情報
総論文数 2440報
トップ 10%論文 27.0%

トップ 1%論文 3.8%

国際共同研究論文 66.5%
（データベース：WoS 2007-2015年）
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ティコ・ブラーエが16世紀に観ていた超新星の謎を、すばるで解読
「ティコの超新星残骸」周辺のちりを観測し、当時の光の「こだま」を捉えるとともに、
この超新星が Ia 型の超新星爆発だったことを示した。

銀河団の観測からつかんだ「冷たい暗黒物質」の証拠
すばる望遠鏡の Suprime-Camによる観測から、銀河団の暗黒物質の分布が 冷たい暗黒
物質モデルの予言する特徴と一致するという新たな証拠を発見した。

曲面の数え上げ理論と導
ど う ら い け ん

来圏
6次元空間上の曲面の数え上げに規則性が存在するという予想を、抽象的な対象の数え
上げ理論（導来圏）を導入することで解決した。

ゲージ理論における不連続パラメータの発見とその影響
ゲージ理論におけるこれまで見逃されていた不連続なパラメータを発見した。これによ
りゲージ理論の相構造や双対性をより詳細に調べることができる。

明るすぎる超新星、手前に虫めがねがあった！ 
～重力レンズを生み出す銀河をついに発見～
通常の超新星より 30倍明るく輝く超新星の増光が、手前にある銀河の重力による重力
レンズ現象のため引き起こされていたことを明らかにした。

T2K実験、電子型ニュートリノ出現現象の存在を明らかに！
今まで見つかっていなかったミュー型ニュートリノが、ある距離を飛行すると電子型
ニュートリノへと変化する「電子型ニュートリノ出現現象」を発見した。

新理論が示す、ダークマターは湯川粒子に瓜
う り

二つ
SIMP（Strongly Interacting Massive Particle）という粒子をダークマターの候補とする新理
論を提唱。SIMP が湯川粒子とも呼ばれるパイ中間子と大変似た性質であることを示した。

第二次多胞体と赤外代数
1990年代 Kapranovらが導入した第二次多胞体の数学理論によって 2014年に物理の
理論の低エネルギー極限が説明できることを発見した。

背景は村山機構長室にある大黒板

東京大学 国際高等研究所 カブリ数物連携宇宙研究機構 Kavli Institute for the Physics and Mathematics of the Universe Kavli IPMU
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 研究の目的
宇宙は何でできているのか？ 宇宙はどのように始

まったのか？ 宇宙はどんな運命を迎えるのか？ 宇宙
を支配する法則は何なのか？ 私たちはなぜこの宇宙
に存在するのか？ このような疑問は人類共通の疑問
である。Kavli IPMU は、数学と物理学、天文学の連
携で、これら宇宙の謎の解明に挑んでいる (図 1) 。

１ ティコ・ブラーエが16世紀に観ていた
 超新星の謎を、すばるで解読

野本 憲一（PI）

マックス・プランク天文学研究所、Kavli IPMU、
国立天文台らの研究グループは、すばる望遠鏡を用
いてティコの超新星残骸の周囲で発見された可視光
の「こだま」を分光観測することにより、この光が
1572年にデンマークの天文学者ティコ・ブラーエ
によって肉眼で観測された超新星の爆発当時の光そ
のものであり、この超新星爆発が標準的な Ia 型で
あったことを証明した。

1572年にケプラーの恩師、ティコが詳細に観測
した新しい星は、超新星爆発であったと考えられて
おり、「ティコの超新星残骸」と呼ばれる爆発の残骸
が残っていることが知られている。しかし、この爆
発がどのような爆発であったかは謎に包まれていた。
本研究では、すばる望遠鏡を用いてティコの超新

星残骸から約 3度離れた「ダストの雲」を観測した。
爆発時の光は地球の方向だけではなく、あらゆる方
向に向かって放たれた。まっすぐに地球に飛んでき
た光は今から 436年前にティコが観測したものの、
別の方向に飛んだ光はダストの雲によって反射され
遅れて届くと考えられた。研究グループが今回観測
した雲はまさにそのような光の「こだま」に当たる。
さらに、その光を波長ごとに分解することにも成

功。その結果、ティコが当時観測した光は、Ia型超
新星が我々の銀河の中で爆発したときに放ったもの
であることが明らかとなった。

O. Krause et al.: Nature, 456, 617, 2008

図 1　Kavli IPMU 9周年記念行事に集まった研究者の集合写真 （Kavli IPMU）
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 2 銀河団の観測からつかんだ
 「冷たい暗黒物質」の証拠  

高田 昌広 （教授）

台湾中央研究院、バーミンガム大学、Kavli IPMU、
東北大学からなる国際研究チームは、すばる望遠鏡
の主焦点カメラ Suprime-Cam（シュプリーム・カ
ム）で撮影した 50個の銀河団の観測データを用い、
銀河団領域の暗黒物質の分布（質量密度分布）を測
定した。そして、重力レンズ効果を通して暗黒物質
の密度分布を求め、その分布が “冷たい暗黒物質”
（Cold Dark Matter, CDM）モデルの予言する特徴
と一致するという新たな証拠を発見した。
冷たい暗黒物質モデルとは、暗黒物質はニュート

リノのような素粒子とは異なり、熱運動の速度が非
常に小さく（“冷たく”）、また暗黒物質間あるいは
通常の物質との間には重力だけが働く、というモデ
ルである。
暗黒物質の質量分布は 2つの指標で特徴付けるこ

とができる。一つは銀河団が含む暗黒物質の総質量。
もう一つは中心付近から外縁部に移るにつれて暗黒
物質の密度が減少する度合い「質量集中度」である。
同じ総質量の銀河団でも、中心に質量が集中してい
る銀河団では質量集中度が大きくなる。
冷たい暗黒物質モデルは、最も有力な暗黒物質の

モデルとされている。しかし、これまでの観測では、
冷たい暗黒物質モデルと一致しない、大きな質量集
中度が報告がされていた。
今回の研究結果では、暗黒物質の平均的な分布が

顕著な質量ピークを中心に持ち、中心から見て対称
な分布を持つことが分かった。このことから、観測
された銀河団の質量分布は、冷たい暗黒物質モデル
の予言に非常に近いことが明らかとなった。

N. Okabe et al.: ApJL, 769 no.2, 35, 2013

 3 曲面の数え上げ理論と導来圏  
戸田 幸伸（准教授）

超弦理論 (図 2) では、我々の宇宙は通常の 4次元
時空と微小な 6次元空間から成り立つと考えられて
いる。この 6次元空間上に 2次元の曲面がどのくら
い存在するかを考える。このような曲面は無数に存

在するが、ある条件を満たす曲面の形に限って数え
ると有限個しかないとみなすことができる。そこで
形と大きさごとに曲面の数を数えていくと、ある種
の規則性が存在すると予想されていた。この問題は
数学と物理双方にとって重要で面白い問題である。

Kavli IPMUの戸田幸伸は、この曲面の数え上げに
関する規則性予想を、導来圏という抽象的な数学の
概念を用いて解決した。
ある空間上の導来圏とは、その空間の各点に平ら

な空間が載っているようなより大きな空間を考え、そ
れらのある種の列たちを対象とする一つのコミュニ
ティーのことを指す。導来圏は元々は純粋数学におけ
る技術的動機により導入されたものであるが、現在で
は超弦理論における D-ブレインと呼ばれる概念を数
学的に与えると考えられ、また空間それ自身の幾

き か

何
的性質を反映するものとして研究が進められている。
導来圏を用いると、6次元空間上の（目には見え

にくい）ある種の不思議な対象を考えることができ
る。戸田はそれら不思議な対象を数えることが可能
であること、さらにそれらの数え上げには規則性が
存在することを証明した。一方でこの 6次元空間上
の不思議な対象を 2次元の曲面とうまく関連付ける
ことも可能とした。このようなアイデアを組み合わ
せて、上記の規則性予想を証明するに至った。
戸田はこの成果により、2014年に韓国で開催さ

れた国際数学者会議での講演に招待された。国際数
学者会議は、数学会最大の会合とされ 4年に 1回開
催されている。

Y. Toda: JAMS, 23 no.4, 1119, 2010

図 2　超弦理論は、マクロの世界を記述するアインシュタイ
ンが唱

とな
えた一般相対性理論と、ミクロの世界を記述する

量子力学の統一を果たすと期待される。 (絵：春山富義 )
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 4 ゲージ理論における不連続パラメータ
の発見とその影響  
立川 裕二 （教授）

自然界の基本的な力には電気と磁気の力「電磁
力」、クォークから陽子や中性子を形成する力「強
い力」、放射能を放出する原子核反応を起こす力「弱
い力」、太陽の周りを惑星が公転するのに必要な力
「重力」の 4種類があるが、重力以外の 3つの力は
ゲージ理論とよばれるもので記述される。3つの力
の違いはゲージ理論のパラメータが異なることにあ
るが、パラメータには強さを決める「結合定数」や、
ゲージ場のトポロジーに関する「θ角」があること
が 1970年代から知られている。

2013年、Kavli IPMU の立川裕二はプリンストン
高等研究所の Nathan Seiberg及びイスラエルのワ
イツマン研究所の Ofer Aharonyとともに、ゲージ
理論ではこれまで見逃されていた不連続なパラメー
タがあることを発見し、そのパラメータの影響を調
べた。本研究は、近年物性物理学で盛んに研究され
ている「トポロジカル相」の概念を素粒子理論に持
ち込んだものとも言える。物性物理学で 1970年頃
に開発されていたものの、半世紀近く素粒子論では
使われていなかった数学の分野が活躍するのが興味
深いところといえる。

O. Aharony et al.: JHEP, 1308, 115, 2013

 5 明るすぎる超新星、手前に虫めがねが
あった！ 

 ～重力レンズを生み出す銀河をついに発見～  
Robert Quimby（客員科学研究員）

Kavli IPMUのRobert Quimbyらの研究チームは、
重い星が一生を終えるときに爆発して明るく輝く
「超新星」が、通常の 30倍の明るさで輝いた現象の
仕組みを解明した。
本研究チームの観測により超新星「PS1-10afx」と

地球との間にある銀河を発見。この銀河の重力によっ
て虫めがねのように超新星の光を集める「重力レン
ズ現象」が起き、PS1-10afx が通常よりも非常に明
るく輝いて見えていたことが明らかとなった (図 3) 。

PS1-10afx は、ピーク時の明るさがよく揃
そろ

ってい
て、宇宙の距離測定にも用いられる Ia型超新星であ
り、2010 年の発見当初から、飛び抜けた明るさの
ために、（I）新種の超高輝度超新星なのか、（II）あ
るいは通常の Ia型超新星が重力レンズで明るく見え
たのか、論争となっていた。（II）の可能性は本研究
チームによって 2013年に提案された。今回の発見
は（II）を裏付けるものとなった。さらに、強い重
力レンズ効果を受けた Ia型超新星の初めての発見と
もなった。
この発見は，後述するように、ティータイム時の

議論の中で生まれた。
R. M. Quimby et al.: Science, 344(6182), 396, 2014

図 3　超新星と地球との間にある銀河による重力が、巨大なレンズのように光を集めたと考えられる。
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 6 T2K実験、電子型ニュートリノ出現現象
の存在を明らかに！  
Mark Hartz（特任助教）
Mark Vagins（教授） 

T2K実験（東海 -神岡間長基線ニュートリノ振動
実験）国際共同研究グループは、今まで見つかって
いなかったミュー型ニュートリノが飛行中に電子型
ニュートリノへ変化する「電子型ニュートリノ出現
現象」を発見した。これはつまり、ニュートリノ振
動で変化後のニュートリノの証拠を捉えた世界で初
めての成果である。

T2K実験 (図 4) は、大強度陽子加速器施設 J-PARC

で人工的に発生させたミュー型ニュートリノのビー
ムを、295km離れた岐阜県飛騨市神岡町の東京大
学宇宙線研究所の巨大検出器スーパーカミオカンデ 

(図 5) に向けて打ち出し、測定する実験である。発
表された測定結果は、2010年 1月の本格的な実験
の開始から 2013年 4月 12日までの間に得られた
データを解析したもので、J-PARCからビームを打
ち出した時間と同期したニュートリノ事象総計 532

個のうち 28個で電子の生成が確認された。つまり
532個のミュー型ニュートリノの内 28個が、東海
村から 295km離れた神岡町までの飛行中に、電子
型ニュートリノに変化（振動）したことが証明された。

Kavli IPMUは、2013年 5月より T2K実験の共
同研究機関となっており、Mark Vagins や Mark 

Hartz などの研究者が参加している。特に、Mark 

Hartz は、本結果を導いたニュートリノ振動のデー
タ解析などに大きな貢献をしている。

T2K Collaboration: PRL, 112, 061802, 2014

図 4　T2K実験の概要 (画像提供： T2Kコラボレーション / KEK)

図 5　スーパーカミオカンデ検出器の内部
 2005年 8月 -2006年 7月の再建作業時の様子 
 (画像提供：東京大学宇宙線研究所 神岡宇宙素粒子研究施設 )
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 7 新理論が示す、ダークマターは
 湯川粒子に瓜二つ  

村山 斉（PI）

村山斉機構長とカリフォルニア大学バークレー校
の Yonit Hochbergらの研究グループは、宇宙の物
質の 80%以上を占めるとされる謎の物質ダークマ
ターが、湯川粒子（1949年ノーベル物理学賞受賞
者の湯川秀樹博士が 1935年に提唱したパイ中間子）
とよく似た性質を持つという新しい理論を発表した。
ダークマターについては、多種多様な理論予想が

されている。例えば、超対称性粒子がダークマター
候補ではないかという理論や、超弦理論から説明さ
れる4次元を越える余剰次元を運動する粒子が、ダー
クマターなのではないかという理論などである。こ
のように、多くの理論において、ダークマターは通
常の物質とは大きく異なる性質を持つ粒子だと考え
られている。
しかしながら、本研究グループの唱

とな

えた新説は、
SIMP  (Strongly Interacting Massive Particle)  と
いう粒子をダークマターの候補として提唱。この 

SIMP (図 6) は、パイ中間子と大変似た性質である
ことを示した。

図 6　これまでの理論が予想するダークマター (上 ) と SIMP
粒子 (下 ) の違い 

 上の今までのダークマターの理論では、ダークマター同
士は互いをすり抜け反応しないと考えられていた。

 下の SIMP 粒子は、パイ中間子が相互作用するのと同
種の強い相互作用をする。

図 7　ティータイムにおける研究者間の議論
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パイ中間子の性質は 2008年ノーベル物理学賞受
賞者の南部陽一郎博士が 1960年に提唱した「自発
的対称性の破れ」という考え方で正確に記述される。
このことから、この新理論は南部理論に基づく湯川
粒子の性質が、ダークマターとしてふさわしいこと
を指摘したものである。数学のトポロジーの理論と
深く関わっている。

Y. Hochberg et al.: PRL, 115, 021301, 2015

 8 第二次多胞体と赤外代数  
Mikhail Kapranov（教授）

円周は x2+y2=1と言う方程式で描けるように、多
項式の方程式で描ける図形の研究は代数幾何学と呼
ばれている。一方それより単純な図形である多角形
や多面体等の三角形の分割の理論は組合せ論的幾

き か

何
と呼ばれている。
トロピカルと呼ばれる方法で多項式方程式を読み

直すことにより、代数幾何学の問題から組合せ論的
な情報を読み取ることができる。
このような関係は 1990年代 Kapranov 等による

高次元の超幾何微分方程式に対する第二次多胞体の
研究の過程で発見された。それが 2014年になって
Kapranov 等は更にその第二次多胞体が物理の量子
場の理論における赤外線極限に対応する研究（例え
ばリー環

かん

構造の記述）に有効である事を発見した。
M. Kapranov et al.: arXiv:1408.2673, 2016

 融合研究と国際化
Kavli IPMUではティータイムを設けている。

ティータイムは毎日平日午後 3時から行われている 

(図 7) 。異なる分野の研究者がリラックスしたムー
ドで議論する機会であり、その場で新たなアイデア
がひらめく可能性を持っている。Robert Quimbyら
の 30倍明るい超新星の増光の謎を解明した研究は、
このティータイムで天文学者と物理学者、数学者が
議論したことをきっかけに進められた研究であり、
ティータイムが融合研究の推進に役立っているとい
う良い実例である。
ティータイムの特徴に加え、Kavli IPMU は非常に

国際的な研究環境であることも特徴である。2016

年 3月末現在、常勤の研究者、スタッフ、大学院生、

約 150名と 100名を超える連携研究者を抱える機
構に成長した。ファカルティ、ポスドク研究員のう
ち多くが外国人研究者である。Kavli IPMU で各研究
分野の国際研究集会を毎年十数回開催しており、セ
ミナーや研究打合せで年平均約 800名のビジターが
来訪、その半数以上が外国人研究者である。
さらに、ポスドクの採用は欧米の公募タイミング

に合わせた国際標準方式により行っているほか、給
料体系も年俸制にするなどして、国際基準に合わせ
ている。このようなことが可能になったのは、Kavli 

IPMU が WPI 拠点であったからこそである。

村山 斉機構長が国連本部でスピーチ 
「現在から未来に続く平和と発展のため
 の科学」

村山斉機構長は、2014年 10月 20日にニュー
ヨークの国連本部経済社会理事会会議場で開催され
た「平和と発展のための科学」というイベントでス
ピーチを行った (図 8) 。このイベントは、欧州原子
核研究機構 (CERN) の設立 60周年を記念する特別
行事であり、国際連合経済社会理事会の理事長が主
催、フランスとスイスの政府常駐代表を共同スポン
サーとして実施されたものである。
村山機構長はノーベル賞受賞者の Carlo Rubbia、

前国連事務総長 Ko� Annan に続いてスピーチし、
科学という共通の目標に向けて人々が一致団結する
場を作る必要性を訴えた。さらに、その場所の一つ
になるように数物連携宇宙研究機構という名前をつ
けたという Kavli IPMUの建設精神に触れ、世界中
に Kavli IPMUを紹介した。
スピーチ内容の日本語訳
http://www.ipmu.jp/ja/node/2052

図 8 　村山機構長の国連スピーチでの様子
  (画像提供： UN Photo / Evan Schneider)
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