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§0. イントロダクション（数学と物理学）

物理学(素粒子論含む）と数学の深い関わり

ニュートン力学 ⇔ 微分積分

一般相対論 ⇔ リーマン幾何学

ゲージ理論（素粒子の理論） ⇔ ファイバー束の幾何

弦理論 ⇔ 現代幾何学

（ミラー対称性、位相的弦理論、弦双対性、

インスタントン、ザイバーグ・ウィッテン理論、…）

素粒子論が現代数学に与えた影響は計り知れない

（宇宙は「良い」数学を採用している？）

物理と数学の相補的発展が素粒子論では顕著
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物理学（素粒子論）とは何か
物理学：自然現象を支配する法則を、構成要素間
の相互作用として捉えて解明する、自然科学の最
も基礎的な分野。通常数学的枠組みでモデル化し，
実験事実と照らし合わせて定量的な説明を与える

素粒子論：自然界の構成要素の中で「最小の」粒
子とその相互作用を研究対象とする

素粒子：物質粒子（クォーク、レプトン）：構成要素

ゲージ粒子（重力子、光子、・・）：相互作用

ヒッグス粒子：「質量の起源」
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既知の素粒子一覧
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KEK HP[1]より



余談：相互作用の種類で素粒子の理論を分類：
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4種類の相互作用 重力
graviton

電磁気力
photon

弱い力
weak boson

強い力
gluon

古典論
（マクロスケール）

アインシュタイン
の一般相対論

マクスウェルの
電磁気学

NONE NONE

量子論
（ミクロスケール）

弦理論?
不明

QED
大大成功

GWS
大成功

QCD
成功
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※今学期の授業は古典論が中心



数学とは何か
数学：数量および空間に関して研究する学問。代
数学・幾何学・解析学、ならびにそれらの応用を含
む。[広辞苑第4版より]

注意１：物理学とは本来何の関係もない

注意２：思考を通じてのみ「見る」ことができる世界

素朴な疑問：数学の対象(数・図形など)はどこにあ
るのか？(そもそも存在するのか？)
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ひとつの答え(立場)

数学の対象は「プラトンのイデアの世界」にある。
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プラトン(紀元前427年～紀元前347年)
[ウィキペディアより]

※画像は
イメージです

cf. ロジャ―・ペンローズ「皇帝の新しい心」



ひとつの答え(立場)
数学の対象は「プラトンのイデアの世界」にある。

数学の研究は登山によく例えられる。

この文脈では、 「プラトンのイデアの世界」＝山

「数覚」によって山を「見る」「登る」
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[3]
小平邦彦
日本数学会HP[4]

プラトン
ウィキペディア[2]

小平邦彦「怠け数学者の記」
『数学の印象』



（例）ユークリッド山のピタゴラスの丘（定理）

ピタゴラスの定理は「ユークリッド山」の見晴らしの
よい 「丘」の上にある

良い定理の丘からの景色はとても見通しが良く、
他の丘（定理）・峠・山頂・山脈などが良く見える

（例：「余弦定理丘」は目前につながっている）

ピタゴラスの定理を自分の頭で考えて証明するの
は、自分の「足」でピタゴラスの丘まで一歩一歩踏
みしめて登頂することに他ならない。（人の話を聞
くより自分の足で実際に登って爽快な気分を味わ
いたい！）
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物理学の対象はどこにあるのか？
物理学：自然現象を支配する法則を、構成要素間
の相互作用として捉えて解明する、自然科学の最
も基礎的な分野。通常数学的枠組みでモデル化し，
実験事実と照らし合わせて定量的な説明を与える

物理学の対象＝現実の宇宙・大自然(の一部)
ただし一旦モデル化したあとは、その数学的モデ
ル(in イデアの世界)を研究対象とする
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モデル化

現実の宇宙 [59]数学的モデル (イデアの世界)



数学の対象 V.S. 物理学の対象


研究論文＝登山レポート・登頂記録

教科書・参考書＝山登りのガイド

この授業＝低い山のトレッキング(レポート＝実技)
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物理山 (イデアの世界)数学山 (イデアの世界)



cf. 研究論文の例
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木下東一郎
素粒子論
グループHP[8]



数学の対象 V.S. 物理学の対象
数学も物理学も、どちらもイデアの世界に存在する
数式や性質を実際上は研究している

最終目標がまったく異なる！

数学→数学的イデアの世界(山)そのものの解明

その手法は厳密な論証と計算に基づく

物理学→自然法則の解明(そのモデル化＝山)
その手法は論証と計算に基づくが、

(数学的厳密性はそこまで重視されず)
最終的に実験事実が説明できればよい

(実験的検証が不可欠！)
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数学の対象 V.S. 物理学の対象
数学も物理学も、どちらもイデアの世界に存在する
数式や性質を実際上は研究している

最終目標がまったく異なる！

数学→数学的イデアの世界(山)そのものの解明

その手法は厳密な論証と計算に基づく

※証明するのは正しさを確認するためでなく理解したいから

物理学→自然法則の解明(そのモデル化＝山)
その手法は論証と計算に基づくが、

(数学的厳密性はそこまで重視されず)
最終的に実験事実が説明できればよい

(実験的検証が不可欠！)
※論理がむちゃくちゃでいいというわけでは決してない
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数学の対象 V.S. 物理学の対象


物理山脈は数学山脈の断片的一部分

高い山・美しい山といったものがある(主観)
物理山脈の風景は予想以上に素晴らしかった！

→新しい数学の予言→数学の発展→物理の発展→
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物理山 (イデアの世界)数学山 (イデアの世界)

相補的
発展



参考文献(サポートページにリンクあり)
18



講義予定(変更の可能性は十分あり)
1) 数学と物理学 (これでおしまい)
2) ニュートン力学(高校・大学1年の復習)
3) 解析力学 (ラグランジュ形式・変分法)
4) 解析力学 (ハミルトン形式・可積分系)
5) 電磁気学 (マクスウェル方程式)
6) 特殊相対性理論 (質量とエネルギーの等価性など)
7) 一般相対性理論 (重力の古典論)
8) ゲージ理論 (古典論のみ)
9) 発展した話題 (素粒子の標準模型・モノポールなど)
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参考書(特に指定はしない)
畑浩之 「解析力学」 (東京図書・基幹講座物理学)
江沢洋 「解析力学」（培風館）新物理学シリーズ36
山本義隆, 中村孔一 「解析力学I, II」 朝倉物理学
体系1,2 (朝倉書店)
深谷賢治 「解析力学と微分形式」 (岩波書店)
深谷賢治 「電磁場とベクトル解析」 (岩波書店)
アーノルド 「古典力学の数学的方法」 (岩波書店)
風間洋一 「相対性理論入門」 (東大出版会)
ランダウ＝リフシッツ理論物理学教程 「場の古典
論(原書第6版)」 (東京図書)
佐々木節 「一般相対論」 (産業図書) などなど

20



成績評価

毎週出題する宿題(簡単な問題1〜2問程度)と最
終レポート(大問15〜20問程度)で評価します。

最終レポート大問１問の配点は10点以上を保証し
ます

宿題を全部解いてかつレポートを大問１問完答し
たら単位がつく(60点以上となる)ことを約束します。

(宿題の合計配点は約50点の予定)
宿題の提出期限は6日後の木曜24時(厳守！)
NUCTの「課題」ページから答案をスキャンして提
出
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今週の宿題(NUCTの課題ページにも掲載)
今日の授業の感想、今後の授業への期待やリク
エスト、自己紹介などを自由に記載せよ。

特に特筆すべき状況(諸事情のため対面授業は困難、

自宅にオンライン受講の環境がない、高校で全く物理を

履修していない、など)は必ずお知らせください

提出期限：今回は追加履修者に考慮して特別に, 
5月5日(木)24時とする

講義ノートなど授業資料は授業当日にNUCTおよ
びサポートページ(の「リソース」のところ)に随時掲
載します。
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NUCTはこんな感じ(PC版)：
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