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参考文献：講義で引用する際は「[∗] (P**)」 のように記述します．
電磁気学
[深] 深谷 賢治，「電磁場とベクトル解析」現代数学への入門 (岩波書店).

[砂] 砂川 重信，「理論電磁気学」(紀伊国屋書店).

相対性理論
[風] 風間 洋一,「相対性理論入門講義」(培風館).

[ア] A. アインシュタイン (内山龍雄訳) ,「相対性理論」(岩波文庫). ※原論文の邦訳
[木松] 木下 篤哉, 松田 卓也,「相対論の正しい間違え方」(丸善).

[E] A. Einstein et al, “The Principle of Relativity,” (Dover). ※論文選集
[MTW] Misner, Thorne, Wheeler, “Gravitation,” (Princeton UP). ※「電話帳」

リー群・リー環
[山杉] 山内 恭彦, 杉浦 光夫, 「連続群論入門」(培風館).

[小大] 小林 俊行, 大島 利雄, 「リー群と表現論」(岩波書店).

ベクトル解析・微分形式
[千] 千葉 逸人, 「ベクトル解析からの幾何学入門」(現代数学社).

[F]H. Flanders, “Differential Forms with Applications to the Physical Sciences,” (Dover).

(邦訳) フランダース，「微分形式の理論」(岩波書店).

テンソル積 (「テンソル」の数学的解説)

[横] 横沼 健雄, 「テンソル空間と外積代数」(岩波講座 基礎数学 線形代数 iv).

解析力学
[山中] 山本 義隆，中村孔一，「解析力学 I，II」朝倉物理学大系.

[深] 深谷 賢治，「解析力学と微分形式」現代数学への入門 (岩波書店).

解析力学＆量子論初歩
[須] 須藤 靖，「解析力学・量子論」(東京大学出版会).

(非相対論的)量子力学
[砂] 砂川 重信,「量子力学」(岩波書店). ※外函入りのハードカバー版
[猪川] 猪木 慶治・川合 光,「量子力学 I, II」(講談社).

[清] 清水 明,「新版 量子論の基礎」(サイエンス社).

相対論的量子力学
[西] 西島 和彦,「相対論的量子力学」(培風館新物理学シリーズ 13).

ゲージ場の古典論 (数学)

[茂伊] 茂木 勇, 伊藤 光弘，「微分幾何学とゲージ理論」(共立出版).

[小] 小林 昭七，「接続の微分幾何とゲージ理論」(裳華房).

ゲージ場 (重力場含む)の理論 (物理，主に古典論)

[内] 内山 龍雄，「一般ゲージ場論序説」(岩波書店).

標準H0-4W19-02 難易度 : C 名古屋大学・理学部・数理学科



4W数理物理学 (概論)II 標準 H002-2
担当教員 : 浜中 真志 研究室 : A327 E-mail:hamanaka@math.nagoya-u.ac.jp

3次元空間R3での内積・外積, ベクトル解析

空間ベクトル a⃗ =

 a1
a2
a3

 , b⃗ =

 b1
b2
b3

 に対して, 内積 a⃗ · b⃗, 外積 a⃗× b⃗を次のように定

義する：
a⃗ · b⃗ := a1b1 + a2b2 + a3b3, a⃗× b⃗ :=

 a2b3 − a3b2
a3b1 − a1b3
a1b2 − a2b1

 .

定義より, a⃗× a⃗ = 0⃗が成り立つ. 外積 a⃗× b⃗は a⃗と b⃗とも直交し：

a⃗ · (⃗a× b⃗) = 0, b⃗ · (⃗a× b⃗) = 0,

その大きさは a⃗と b⃗の張る平行四辺形の面積に等しい．(θは 2つのベクトルのなす角)：

∥a⃗× b⃗∥ = ∥a⃗∥∥⃗b∥| sin θ|

ベクトル解析序論 (勾配, 発散, 回転)

定義 1. (関数の勾配, ベクトルの発散, 3次元ベクトルの回転)

n次元空間Rnを考え, その上の関数 f(x⃗) := f(x1, x2, · · · , xn), および n成分ベクト
ル値関数 v⃗(x⃗) := v⃗(x1, x2, · · · , xn) を考える (すべてC∞級とする). また微分演算子
の記号として

∇ :=

(
∂

∂x1
,

∂

∂x2
, · · · , ∂

∂xn

)
を導入しておく. (∇は「ナブラ」と読む. )

関数 f の勾配 (gradient) grad f , およびベクトル v⃗の発散 (divergence) div v⃗は以下
のように定義される：

grad f :=

(
∂f

∂x1
,
∂f

∂x2
, · · · , ∂f

∂xn

)
= ∇f,

div v⃗ :=
∂v1
∂x1

+
∂v2
∂x2

+ · · ·+ ∂vn
∂xn

= ∇ · v⃗.

特に 3次元空間においては, ベクトル v⃗の回転 (rotation) rot v⃗ というものが以下の
ように定義される：

rot v⃗ :=

(
∂v3
∂x2

− ∂v2
∂x3

,
∂v1
∂x3

− ∂v3
∂x1

,
∂v2
∂x1

− ∂v1
∂x2

)
= ∇× v⃗.

以下の恒等式が成り立つ：rot (grad f) = ∇× (∇f) = 0⃗, div (rot v⃗) = ∇ · (∇× v⃗) = 0.

また, 以下の公式が成り立つ (興味ある人は確かめてみるとよい)：

∇× (∇× v⃗) = ∇(∇ · v⃗)− (∇ · ∇)v⃗. (1)
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