
　◆研究キーワード　／　Keywords

　◆研究内容　／　Research Pursuits

　◆主要業績          　　総数（6）件

gravity ／ scaling ／ BEC ／ turbulence ／ stagflation

宇宙の大規模構造から惑星形成、実験室での化学反

応からチューリング構造など、種々多様な自律的構

造の発現がすべての階層で観測され盛んに議論され

ている。構造発現の内容は、相の転移、相互作用と

素粒子の分化、空間パターンの発生、時間リズムの

協同、経常的構造の変遷、機能の自己形成など、実

に多様である。これらを個別の階層における特殊な

構造という記述で理解しようとする従来の方向では

なく、階層構造を貫いて背景に根源的に存在する統

一理論を構築し、それに基づいた系統的な構造発現

理論を展開したい。指針としては、これらの構造・

機能形成を「進化の力学」と捉えて、種々雑多に行

われている手法（時間依存ギンツブルグランダウの

方法、有効作用の方法、単純ルールの繰り込み、反

応拡散方程式、分岐解析、不安定性解析、変分法、

散逸構造、自己組織化など）を、まず一般化された

場の理論と有効作用の方法から統一的に記述し、「対

称性の自発的破れ」や「ゴールドストーン定理」な

ど一般的な枠組みと多様性との融合を試みている。

特に現象の再現と説明だけでなく、異なる階層に渡

る物理の共通性を見出し、基礎物理として確立した

い。

Large-scale structure of the universe from planet 
formation, such as Turing structures from chemical 
reactions in the laboratory has been actively discussed 
all been observed at the level of expression of a variety 
of various autonomous structure. Content of the 
expression structure, phase transition, particle interaction 
and differentiation, generation of spatial patterns, co-
hour rhythm, change the current structure, function 
and formation of self is very diverse. Rather than the 
traditional way to understand the statement that a special 
structure in the hierarchy of these individually to build 
a unified theory of fundamental background that exists 
through a hierarchical structure based on the theory 
that expression of the systematic structure to expand. 
As a guideline, the formation of structure and function 
of these "evolutionary dynamics" catch and methods 
have been vastly different to the (time-dependent way 
Gintsuburugurandau way of effective action, a simple 
renormalization of the rule, reaction-diffusion equations, 
bifurcation analysis, volatility analysis, variational 
method, dissipative structures and self-organization) to 
describe in a unified way of effective action from the field 
theory and the generalized first "spontaneous symmetry 
breaking "or" Goldstone theorem "and trying to integrate 
diversity as a general framework. Explained not only to 
reproduce the behavior, especially physical commonalities 
found across the different levels, to establish a physical 
basis.

・Stagflation: Bose-Einstein condensation in the early universe
arxiv.org [PDF]T Fukuyama, M Morikawa - Physical Review D, 2009 - APS
・Acquired scaling relations in dark matter turbulence
A Nakamichi, M Morikawa - Journal of Cosmology and …, 2010 - iopscience.iop.org
・Bose-Einstein condensation in the early universe
M Morikawa - Annalen der Physik, 2010 - interscience.wiley.com
・Bose-Einstein condensation in the early universe
M Morikawa - Annalen der Physik, 2010 - interscience.wiley.com
・Inflation and accelerated universe based on Bose-Einstein condensation
M Morikawa, T Fukuyama - EAS Publications Series, 2009 - edpsciences. Org
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　◆教育内容　／　Educational Pursuits

　◆研究計画

量子デコヒーレンス、マクロ不可逆性の究極の起源

不可逆性の起源、量子デコヒーレンスの起源、相転移が実際に進行する事実、量子測定により密度行列が純粋

状態に移行する起源、ひいては宇宙にあるすべての構造の起源は、一般化された有効作用の場の理論の元に、

同じ根源を持っている。ほとんどの構造の安定性は永続するものではなく、生物系・地球環境系・宇宙の構造

などで明らかなように、かろうじて準安定状態を、突然の変異を経ながら遍歴しているのかもしれない。この

変異を伴う遍歴を記述するという意味でこれは「進化の力学」である。ここから「全体系から、孤立した部分

系の切り出しが不可能」といった原理が積極的な形で確立するかもしれない。これらは、現在研究を進めてい

る凝縮物体の宇宙論や暗黒乱流理論からも自然に示唆されるものである。

力学系理論（２年前半）：

まず講義初日に、聴講者全員に参加してもらって、

力学系周辺に関してテーマにしたいこと、進め方、

評価の方法、日程などを決めた。今年は少し予算を

もらったので、学研の「大人の科学」など３０種類

以上の簡単な実験キットを購入し、聴講者が好きに

グループを作ってそれに関わるという試みを行った。

キットを作成することそのものは誰でもすぐできる

が、今年の課題は、「何でもいいので新しいことを発

見し、それを定量的に解明する」とした。

　　たとえば、プラネタリウムキットでは、光源と

なる豆電球の示す実態と虚構、暗線の構造、パラメ

トリックスピーカーキットでは、超音波の示す非線

形性とモジュレーション、など。

　　物理教室では２年生後期まで実験が始まらない

ので、学生はそれまで主に理論の勉強をすることに

なる。さらにまた高校では自身で実験をしたことが

ない学生が大半である。実験などを通して「実在」

に接しない限り、学生の本来の興味と物理学に対す

る意欲は減衰してしまう。この講義ではそのような

状況を打開するために、実験的要素しかも定められ

た手順や目標が初めからはなく、自分で方向を決め

る形で進めることによって、本来の物理らしさとそ

の楽しみを学生に体験してもらった。（その他の科目

も同様の趣旨を核とした。）

Dynamical Systems (2 years early):

First lecture on the first day, everyone got to 

participate in the audience, you want around the 

theme of dynamical systems, and the method, 

evaluation method, and decided to schedule. This 

year I got a little budget, the Gakken Science “adults” 

to buy a kit and more than 30 simple experiments 

carried out on its attempt to create groups like the 

audience. Itself to create a kit that anyone can now 

challenge this year, “and whatever I find something 

new, quantitative insights into it,” it said.

For example, a planetarium kit, reality and fiction 

and that the light bulb, the structure of dark lines 

in Parametorikkusupikakitto is that the ultrasound 

modulation and nonlinearity, and more.

Physics experiments in the classroom to start late 

because sophomore students will be studying until 

then mainly theoretical. The majority of high school 

students also have never had their own experiments. 

Through experiments and “real” unless Shinai to the 

original interest and enthusiasm for physics students 

and they decay. This lecture is to overcome such 

situations, and goals from the beginning rather than 

the standard procedure was only for experimental 

factor by determining the way forward in their own 

way, the students are fun and original Rashi I had an 

experience. (Nucleus and the aims of other subjects 

as well.)
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