
第 41 回 “北陸信越地区 素粒子論グループ研究会”のご
案内

Second Circular

2013年 5月 15日

本年の北陸信越地区素粒子論グループ研究会の 2nd circular をお届けします。
宿泊、食事の変更がある場合は速やかに世話人へお知らせ下さい。

日程 5 月 24 日 (金) — 26 日 (日)

場所 国立立山青少年自然の家
http://tateyama.niye.go.jp
〒 930–1407
富山県 中新川郡立山町芦峅寺字前谷 1

TEL : 076–481–1321 （代）
FAX : 076–481–1430

プログラム (予定)
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講義室について 今年度は、受付（本館 エントランスホール）を除くすべてのプログラムがエ
コスクール館 学習室A・B（連結）で行われます。会場は本館ではありませんのでご注意下
さい。



講義 (1) （エコスクール館 学習室 A・B）
伊部　昌宏　氏 （東京大学　宇宙線研究所・准教授）
「超対称性の破れの伝搬の機構とその現象論」

講義では超対称理論の初歩的な導入した後、超対称性標準模型について解説します。特に現
実的な模型を得るために必要な超対称性の破れ及び伝搬についてを議論したいと思います。
また LHC における超対称性標準模型の現状および展望についてもお話しする予定です。

講義 (2) （エコスクール館 学習室 A・B）
清　裕一郎　氏 （順天堂大学・准教授）
「高エネルギー物理におけるQCD有効理論の利用」

コライダー実験において、粒子生成の散乱断面積を計算すると様々なタイプの発散に出くわ
す。特に、非可換ゲージ理論である QCD相互作用が関与する場合には、紫外発散や赤外発
散の取り扱いは複雑である。このような問題に対して、低ネルギー有効理論を用いた発散の
分類や振幅の因子化定理を系統的に導出するなどのテクニックが開発され標準的になりつつ
ある。この講義では、特に重いクォークが関与する散乱振幅の計算に使われるHeavy Quark
Effective Theoryと Non-relativisitic Field Theoryについて説明する。重いクォークに関す
る QCD束縛状態の計算や量子力学と場の理論の関係などについて説明する。

研究発表 （エコスクール館 学習室 A・B）
30 分（発表 25分+質疑応答 5分）

(1) 江尻　信司 (新潟大理) 「ＱＣＤの有限温度相転移、複合ヒッグス模型、電弱相転移」

(2) 谷口　裕幸 (富山大理) 「細谷機構を伴う超対称大統一模型のコライダーでの検証」

(3) 横谷　洋 (富山大理) 「TBA」

(4) 佐藤　大輔 (金沢大理)「Analysis of dynamical chiral symmetry breaking and

its phase transition using the weak solution method of the non-perturbative

renormalization group equation 」

ポスターセッション（順不同） （エコスクール館 学習室 A・B）
初日（24日）、二日目（25日）の講義終了後、懇親会と並行して行います。ポスターを作成
の上、お持ちください。

• 柏瀬　翔一 (金沢大自然)「輻射シーソー模型におけるバリオン数生成と暗黒物質探索」

• 山田　雅俊 (金沢大自然) 「Analysis of Nambu-Jona-Lasinio model at finite

temperature and density using Non-perturbative Renormalization Group」

• 吉村　友佑 (金沢大自然)「Lee-Yang zero analysis for the 3-state Potts model」

• 高野　浩 (金沢大自然)「Multi-component Dark Matter in Two Loop Radiative

Seesaw Model」

• 熊本　真一郎 (金沢大自然) 「How the solution of non-perturbative renormal-

ization group equation detects the true vacuum among locally stationary

states」

• 小内　伸之介 (金沢大自然)「Application of New Iterative Method to Sponta-

neous Mass Generation」

• 松井　俊憲 (富山大理) 「輻射シーソー模型でのヒッグスインフレーションとその ILC

での検証」



• 永島　伸多郎 (新潟大理)「Prediction of neutrinoless double beta decay in the

nuMSM」

• 武田　一浩 (新潟大理) 「Entropy Production by Heavy Neutrino Decays」

• 山本　恵 (新潟大理) 「B中間子のCP非対称における超対称性粒子の探索」

• 吉川　真樹 (新潟大理) 「TBA」

研究交流
ご自由にご交流下さい。

懇談会 三日目（26日）の午後に、以下の話題で懇談会を行う予定です。

• 会計報告
• 次期担当の確認
• 各大学・研究機関を取り巻く情勢に関する意見交換
• その他

参加費
一般参加者の参加費は以下の通りです。各研究機関でまとめて、受付時にお支払いください。

常勤職を有する者 : 7,500 円
常勤職を有しない者 : 6,500 円

部分参加者には、差額分を以下にしたがって減額します。
食事の差額 : 朝食 450、昼食 500、夕食 650 （円／食）
宿泊の差額 : 1,000 （円／泊）

連絡先 〒 930–8555 富山市五福 3190 大学院理工学研究部（理学）
柿崎 充
電話： 076–445–6593
ファックス： 076–445–6549
e–mail： kakizaki@sci.toyama-u.ac.jp

補足 • 本研究会は京都大学基礎物理学研究所の地域スクール・ゼミ派遣制度から補助を頂いて
おります。

• 会場の地図、このサーキュラーなどの研究会情報は以下の URL でも得られます。

http://jodo.sci.u-toyama.ac.jp/theory/hokuriku41/



注 意 事 項
入所まで

• 健康保険証（またはそのコピー）を必ずお持ちください。

• 飲食物の持ち込みはご遠慮ください。

• 会場は最寄りの駅 (富山地鉄立山線千垣駅)から歩くと約 6kmある高所にあり
ます。やむを得ない理由で送迎を必要とする方は世話人までお知らせ下さい。

• 車は指定の大駐車場へ停めて下さい。本館前の広場には置かないで下さい。
旅費補助の計算のため、車の台数を把握する必要があります。各ドライバー
は受付の際、お知らせください。

施設利用上の注意

• スポーツ少年団、保育園等の団体も利用しています。節度ある行動をお願い
致します。

• 館内は土足禁止です。靴は各自宿泊棟まで持っていき、そこの下足棚に入れ
て下さい。

• シーツ置き場（木のロッカー）に必要枚数分のシーツが団体ごとに用意され
ていますので、そこからお取りください。１人分はシーツ２枚、枕カバー１
枚です。

• 入浴可能時間は 18:30 から 21:30 ですが、他団体とのかねあいで前後する可
能性があります。猶、浴室には石鹸およびリンスインシャンプーがあります。

• ドライヤーは持参しないでください。浴室にあるものをご使用下さい。(部屋
で使うとブレーカーが落ちます。)

• 喫煙は定められた場所でのみお願いします。

• 宿泊室での飲食は禁止されています。

• 貴重品は各自で管理してください。

• 施設周辺を散策する場合は熊鈴が必要ですので、世話人まで申し出てください。

退所時
• 最終日は 8:40までに宿泊室を掃除の上、荷物をエントランスホールの緑の絨
毯の上へ、靴はグレーのマットの上へ移動させて下さい。8:40-9:00に宿泊室
に職員が点検に来ますので、各部屋で１名点検の立ち会いをお願いします。

• シーツ・枕カバーは、浴室前のシーツ及び枕カバーの各返納庫（ロッカー）に
入れて下さい。

• 持ち込んだもののゴミは全てお持ち帰り下さい．

よろしくご協力をお願いします


