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・今年から東北大に来ました。
・以下の２つに興味をもって取り組んでいます。
 - ちょっと変わった原子を作って実験することで、この宇宙がどのよ     
               うにしてできて、どういうところなのかを調べる
 - 中学高校の理科と身の回りの科学の間の垣根をなくす
・趣味
 - たくさんあります。
 （オセロ、バレーボール、人狼ゲーム、バイオリン・・・）

* 昨年まで酒見先生が担当していた授業です。引継ぎの関係で担
当者に酒見、伊藤等の名前がありますが、後期通じて私が担当し
ます。

自己紹介



反水素の実験＠CERN（スイス）
2009～2010年

フランシウム実験＠東北大学（仙台）
2016年～

ミュオンの実験＠J-PARC（東海村）
2011～2016年

広尾学園
2012～2014年

自己紹介



・①生命現象、人体構造並びに様々な疾患について、分子レベルから細胞・
組織・器官・個体レベル、さらに地域・社会・国際レベルに及ぶ国際標
準の知識を有している。未解明の事象に挑み創造的研究を行って先端領
域をきり開き、成果を世界に発信する能力を有している。
②優れた倫理観と暖かい人間性を備え、科学的根拠に基づく医療を実践
する基本的能力を習得している。地域に密着して医療を実践するととも
に、国際社会に医療貢献する能力を有している。
③医療の実践と医学の研究を通して、我が国の医学研究、教育、医療を
支えると伴に、ワールドクラスの研究の推進、新しい学問の創造、人類
への貢献を担う能力を有している。多職種間の連携・協調、学際的研究
交流等を円滑に行うコミュニケーション能力とチームを率いるリーダー
シップの素養を有している。

【医学部・歯学部】の目標（東北大学ウェブサイト）

授業について



・国際標準の知識
- 身近な現象をベースに振動・波動の基礎を扱います。
（音、光、・・・）
-振動・波動が背景にある医療技術について扱います。
・科学的根拠に基づく医療を実践する基本的能力
・ワールドクラスの研究の推進、新しい学問の創造、人類への
貢献を担う能力
・多職種間の連携・協調、学際的研究交流等を円滑に行うコミュ
ニケーション能力とチームを率いるリーダーシップの素養
-「科学的」な考え方とは何か？を一緒に考えてみます。

授業について



第 1 回：測定における基礎的な考え方１( フェルミ推定等）
第２回：測定における基礎的な考え方２（不確かさ、系統誤差等）
第３回：測定における基礎的な考え方３（シミュレーション、仮説検定）
第４回：物体の運動、円運動（等加速度運動、円運動）
第５回：振動（単振動、振動の医療応用（ＭＲＩ））
第６回：波動（波の共鳴、身の回りの波動）
第７回：光（屈折、反射、身の回りの光）
第８回：光（屈折、反射、身の回りの光）
第９回：音（音の３要素、身の回りの音）
第１０回：音（音の３要素、身の回りの音）
第１１回：放射線 1（X 線、γ線、粒子線、生物への放射線の影響）
第１２回：放射線２（X 線、γ線、粒子線、生物への放射線の影響）
第１３回：放射線を用いた医療応用１（レントゲン、CT スキャン等）
第１４回：放射線を用いた医療応用２（重イオン照射、BNCT 等）
第１５回：まとめ（振動波動に関する物理実験の紹介等）

授業について



・授業内のアクティビティ（約４０点）
 - 適宜アクティビティを授業内にいれます。
 - google form を用いた授業後アンケートも利用します。
 - 提出率及び内容（十分に課題をこなしているか）を  
 評価対象にします。

・レポート課題（約６０点）
 - 自宅で可能なレポート課題を（たぶん）２つ出します。
 - 期限、課題内容、評価基準は追って説明します。

授業について



動機 実験 解析 疑問装置準備実験計画

論文、発表

  研究や仕事は以下の流れに沿って行われます。

  物理を学ぶ目的はこの研究の流れに沿って探求できるようになることです。

研究の流れ



  私の修士、博士時のテーマ
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

構想、シミュ 装置設計、製作 組み立て、テスト 開始

６年
113番目の元素の探索

2003 2004 2005 2012

7 年

開始 1つ目
発見

2つ目
発見

3つ目
発見

中央新幹線（東京ー大阪）

2010年：スタート
2045年：竣工予定

研究の流れ



動機 実験 解析 レポート装置準備実験計画
中高の実験授業、大学の基礎実験

動機 実験 解析 レポート装置準備実験計画
卒業研究（学部）

動機 実験 解析 レポート装置準備実験計画
修士論文、学位論文、仕事、etc...

研究の流れ



ある高校生のレポートの考察（音速の測定）

高校の実験授業には動機がない→理論値と近い実験が目的になる

ニュートリノ振動を発見したい！
→どれぐらいの大きさの純水が必要？
→どれぐらいの検出効率が必要？
→どのぐらいの時間測定すると発見できる？

２０１５年ノーベル賞：ニュートリノ振動

動機があれば必要な精度、装置が見積もれる→実験計画ができる

研究の流れ



フェルミ推定
・困難は分割せよ（by フェルミ）
・「感覚的にわかる」パーツに分解して考える
・１０年前ぐらいから就活面接の質問の定番になった
（春になると、急に対策本を持った大学 3年生の姿が）

例題
・シカゴの調律師の人数は？

フェルミ推定について



300万人
平均１家族３人

１０家族に１家族がピアノをもっている
ピアノは年に１回調律を行う

調律師の年間調律回数 =３×２５０＝７５０

調律の回数：１日３回
年間労働日数：２５０日

シカゴで年間調律されるピアノの数 = ３００万÷１０÷３＝１０万

フェルミ推定の例



300万人
平均１家族３人

１０家族に１家族がピアノをもっている
ピアノは年に１回調律を行う

調律師の年間調律回数 =３×２５０＝７５０

調律の回数：１日３回
年間労働日数：２５０日

シカゴで年間調律されるピアノの数 = ３００万÷１０÷３＝１０万

シカゴの人口を大雑把に知っているか？
→ 該当分野の感覚が必要（教養）

１０家族で１つか、９家族で１つかなんてどうでもいい
→ 大雑把でOK

フェルミ推定の例



日本の電柱の数は？
・調べるのは禁止。知っているものを組み合わせて考える
・だいたいでOK（有効数字０桁程度）

フェルミ推定の演習



回答例：
住宅地：１世帯あたりに電柱１つ
マンション：１０世帯に電柱１つ
田舎：１世帯あたりに電柱１０
→だいたい１世帯あたり電柱１つ？

人口は１億２千万人、
１世帯あたりの人数は 3 人

１億２千万　÷ ３　＝４千万？
概ね数千万本だと分かれば十分な状況は多い

正解：33,370,147 本（2014 年）

フェルミ推定の演習



高校生の回答１：４４３０万本
人口（１億２千万）÷世帯あたりの人数（４）
×１世帯あたりの電柱数（１/５）
高校生の回答２：３７兆
日本列島の幅 (5 万 km)÷電柱の感 (20 m)
×日本列島の全長 (30 万 km)÷電柱の幅
高校生の回答３：１０万本
電力会社の数（6）×職員数（5000）×一人が作る本数（1/3）

正解：33,370,147 本（2014 年）

 NPO法人電線のない街づくり支援ネットワーク

フェルミ推定の演習



スーパーカミオカンデ

50000 t 水分子 ニュートリノ

大気ニュートリノ
（１秒あたりに１００個程度降ってくる）

水との断面積（ぶつかる確率）
が小さい！→ 1×10-38  /cm2

ニュートリノ振動を発見したい！
→どれぐらいの大きさの純水が必要？
→どれぐらいの検出効率が必要？
→どのぐらいの時間測定すると発見できる？

２０１５年ノーベル賞：ニュートリノ振動

動機があれば必要な精度、装置が見積もれる→実験計画ができる

ニュートリノ検出の例



水とニュートリノの断面積
（どのぐらいの確率でぶつかるか）

水分子の数

ニュートリノの強度
（どのぐらいニュートリノがくるか）

5×1010 g  ÷18 × 6 ×10 23

1×10-38  /cm2

102 cm2

0.1検出確率

１秒当たりに検出されるニュートリノの数 =  0.001

＝
×

×
×

→

水の質量 原子量 アボガドロ数

→

→

→ １日あたり１０個程度
→１年程度で有意な測定ができる

カミオカンデ

103 t 104 t 105 t 106 t 107 t 108 t

スーパー
カミオカンデ

ハイパー
カミオカンデ

ICE CUBE
（南極の氷）

ニュートリノ検出の例



how many aliens?

この銀河に宇宙人は何種類ぐらいいるか



ドレイクの方程式

文明の存続期間（1万年）
文明が星間通信を行う確率（1 %）

知的レベルまで進化する確率 (1 %)

生命が発生する確率 (100 %)

恒星系あたりの生命誕生可能な平均惑星数 (2)

一つの恒星が惑星系を持つ確率 (50 %)

1 年間に誕生する星の数 (10)

 Drake, F.D., Discussion of Space Science Board, National Academy of Scientific Conference on Extraterrestorial Intelligent Life, 1961

この銀河に宇宙人は何種類ぐらいいるか



日経コンピュータ5月29日号

コンビニにおける推定



COROBUZZ

コンビニにおける推定



動機 実験 解析 疑問装置準備実験計画

推定 : 大ざっぱに見積もる
シミュレーション：頑張って見積もる

検定
統計

論文、発表

インフォグラフィックス
多角的に伝える

問題意識：なんで？と思う。改善したくなる。

知識、技術：頑張ってまなぶ

研究の流れ



動機 実験 解析 疑問装置準備実験計画

推定 : 大ざっぱに見積もる
シミュレーション：頑張って見積もる
→第１回

検定→第３回
統計→第２回

論文、発表

インフォグラフィックス
多角的に伝える

問題意識：なんで？と思う。改善したくなる。
→問題意識が持てる対象を常日頃探す。

知識、技術：頑張ってまなぶ

→可視化の時代（月３）
→ワークショップ（１２月～）

研究の流れ



・そもそも測定ができるとはどういうこと？
→統計的な考え方、不確かさに関する考え方
・キャンパス内の（厚生会館前の）道の長さをみんなで測定します。
-授業内で外を歩きます（小雨程度ならやりたいので傘を用意）。
-その後の集計の都合上スマホのようなデバイスがあると便利です。

・授業の資料はウェブにアップ予定です。
・今週のアンケートの締め切りは１０月９日までです。

来週の予定


