
  125

第３回豊田理研懇話会報告 

2012 年 12 月 24 日 公益財団法人豊田理化学研究所オープンコミュニティホールにて開催 

アト秒時空量子エンジニアリング 

—物質が持つ波の性質を光で完璧に制御する- 

大森 賢治 

 

1. はじめに 

クジラは哺乳類であり，魚類ではない．我々の常識で

は二つの矛盾する事柄があって，その一方が正しければ，

もう一方は必ず間違っているということになる． 

光は粒なのか波なのか．科学では相反する概念であっ

て，どう相反するかというのは二つの点に集約される．

一つは，粒は局在しているが，波は非局在しており空間

的に拡がっている．もう一つは，粒はぶつかると跳ね返

るが，波はぶつかっても跳ね返ることはなく，重なり合

って強めあったり弱めあったりする．この点において，

粒と波という概念は物理学的には相反する概念である． 
 

2. 光は粒か波か 

ニュートンは，光は直進して音波のような回折は起こ

さず，音と違って粒であると信じていた．一方，ホイヘ

ンスは，光は波であると考えて屈折したり反射したりす

る現象を説明した．その 100 年ぐらい後に，トーマス・

ヤングが決定的な実験を行なった．波には，重なり合っ

て強めあったり弱めあったりする干渉と呼ばれる重要な

性質がある．従って，光が波であるということを証明す

るためには，干渉することを証明すれば良いと考えた訳

である．ヤングがやった賢い実験（図 1）は，光源の先

に二つのスリットを置き，波だったら波紋を作るわけで，

そこにスクリーンを置けば明暗の縞模様ができるはずで

あると天才的に考えた．もし，光が粒子であれば縞模様

はできないはずである．実際，ヤングは 1805 年頃に縞模

様のできることを示して，光が波であることを実験的に

証明した． 
これに関して浜松ホトニクス中央研究所での面白い

実験結果がある．図 1 と同じ様な実験を，スクリーンの

ところにフォトカウンターと呼ばれる感度の高い光検出

器を置いて実験するとどうなるかを確かめた．そうする

と，光の信号が点，粒として観測された．これは，波と 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 ヤングの実験 

思っていたが粒に見える．ところが，この実験の面白い

所はこの粒がだんだん積み重なっていって，最終的には

波でしか観測されない干渉縞ができてしまう．非常に不

可思議であるが夢のある実験である．この結果を見る限

り光は粒であって波であるかのように見えてしまう． 
 

3. 電子は粒か波か 

光子は粒であっても質量がないので実感しにくいが，

我々の体を形づくっている物質の一つである電子につい

て考えてみる．これについては，日立中研におられた外

村彰先生がやられた有名な実験がある．図 1 の光の発生

装置を電子の発生装置に入れ替えて同じ実験を行った．

電子は粒子なので実験の初めは粒子として観測されたが，

時間が進んで信号をため込んでいくと，波でしか見るこ

とができないスクリーン全体に拡がった干渉縞ができて

しまう．この結果を見る限り，電子は波と粒の両方の性

質を持っていると結論できる．電子は波であって粒でも

ある． 
最近になって，原子を使っても同様の干渉縞ができる

ことが実験で確かめられている．もっと最近では，C60
のような大きな分子でも波でしかできない干渉縞ができ 
ることが示された．更に，ポルフィリンのような生体を

形づくっている複雑な分子でも波の干渉縞が確認されて

いる．光も電子も原子も分子も波と粒の両方の性格を持

っていると考えるしかない．これをいったいどうやって

説明するかということで出てきた理論が，簡単に言うと

量子論である． 
近代の量子力学が成り立つ上で中心的な役割を果た

したニールス・ボーアが，こういった不思議な世界を説

明するために提唱した相補性という考え方がある．我々

の常識的な考え方では，クジラの例の様に，もし二つの

事柄が排他的であれば，どちらかが必ず間違っているこ

とになるが，相補性という考え方は，波と粒子のふるま

いは互いに排他的であるが，対象の性質を完全に理解す

るためには両方が必要になるというものである．言い換

えると，粒子に見えるか波に見えるかは見方によるとい

う現実的な決着に落ち着いた訳である．しかし，これは

私には理解することを放棄しているように見える． 
 

4. コペンハーゲン解釈 

「ボーアの相補性」，「ボルンの確率解釈（波動関数の

二乗をとると粒子の存在確率になる）」，「ハイゼンベルグ

の不確定性原理（位置と運動量は同時にきちんと決めら

れない）」という常識と相反するような三つの重要な概念
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が提唱され，それらが融合されて「コペンハーゲン解釈」

が生まれ，近代量子力学が 1920 年代に確立されたのであ

る．それ以来，100 年間我々はこの解釈に基づいて量子

力学を使っている．この解釈は，波束つまり重ね合わせ

状態（A という状態と B という状態が同時に存在すると

いう状態）は観測の前の状態では確定できなくて，観測

した瞬間に確定するだけだというものである．言い換え

ると，ある原因があると必ずその原因に対応する結果が

決まってくるという決定論的な世界観を，確率論的な世

界観に転換するものである．そういった異なった世界観

を提供する様な解釈であった． 
検出する前は波であるが，検出した瞬間に波は縮んで

粒になる！それでは，波はいつ，どうやって粒に変化す

るのか．ユージン・ウィグナーという物理学者は，観測

者が意識した瞬間に波が粒になると解釈した．これは，

私には心地良くない．波束（後述）の重ね合わせが重ね

合わせでなくなる（波が粒に変わる）収縮という現象は，

今なお我々科学者に残された最大の謎の一つで，いわば，

量子力学 100 年の謎である．これに関する我々の仮説は

こうである．この検出器と言うのは無数の原子核と電子

の集合体からなっている巨視的な固体である．ここで何

かが起きているはずだ．しかも，ものすごく速く起こっ

ているので，いかにも我々の目には不連続に波が粒子に

変化している様に見えてしまうだけではないか．現代の

量子力学では，波動性に基づく量子力学的な世界観と，

粒子性に基づく古典力学的な世界観とが二つ併存してい

る様な状態であるが，我々がやりたいのは原子とか分子

に対して開発してきた非常に精度の高いコヒーレント制

御と呼ばれる光技術を，多数の粒子が相互作用しあって

いる系に適用して，多粒子系での物質波の時空間発展を

追求することにより，この二つの世界の断絶をなめらか

に接続することである．これらのことをきちんとより良

く理解できれば．必ず将来の新しいテクノロジーに結び

付くはずである． 
 

5. コヒーレント制御 

コヒーレント制御について簡単に説明する．二つの原

子が結合してできる分子を考えると，図 2 に示したよう

に横軸の結合距離に対しておわん形のポテンシャルエネ

ルギー曲線みたいなものができる．この中には節が一個

ずつ増えていくような定在波（振動固有状態）が形成さ

れる．今ここに分子の振動周期（ピコ秒とかフェムト秒）

程度のタイムスケールのレーザーパルスを照射すると，

複数の定在波が同時に存在するような状態が形成され，

それが分子の結合軸上を行ったり来たりする状態を作る

ことができる（図 2 右）．この状態を波束という．それぞ

れの定在波は v で表わされ，それがωv という周波数で

パタパタ振動している状態である．これを重ね合わせる

ので，波の束ということで波束（ψ）と呼んでいる．こ

の波束が発生する時に，それぞれの定在波に共鳴するエ

ネルギーのところの電場の揺れ幅（振幅）と振動のタイ

ミング（位相）が，波束の揺れ幅と振動のタイミングに

そのまま転写されるので，光の方の電場の揺れ幅と振動 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

図 2 超短レーザーパルスによる振動波束生成の概念図 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
図 3 光の波の時間変動の波束への転写 

 
のタイミングを調節すると，この波束の中を構成してい

るそれぞれの定在波（固有状態）の揺れ幅と揺れのタイ

ミングというものをダイレクトに操作することができ，

最終的にはこの運動をダイレクトに操作することができ

る．これが，コヒーレント制御の概念である．ψは複素

数で表わされているが，実数部分だけを考えると， 
cos（ωvｔ）で振動していることになる．この光の波長

を 300 ナノメーターぐらいにすると，振動の周期が 1 フ

ェムト秒になってしまう．振動のタイミングを調節する

ためには，光の振動のタイミングをこのぐらいの精度で

調節する技術が必要になるが，簡単なことではない．光

パルスも波束も実数部分だけ描くと図 3 に示したように，

それぞれがフェムト秒からアト秒ぐらいの周期で振動し

ていて，この光パルスで波束を作ると振動のタイミング

δはそのまま波束へ移される．たとえば，二つ波束を作

ったとして，二つの振動のタイミングが，ちょうど重な

りあう様にすると強めあうし，山と谷が重なり合う様に

すると打ち消しあって波を消すこともできる．フェムト

秒は分子の振動のタイムスケールで，5fs ぐらいで原子の

動きはだいたい静止しているとみなすことができ，1fs
になると光が 0.3μm しか進まない．アト秒というのは，

これよりも短い領域なので，こういった精度で光を制御

しないと物質の波は制御できないということになる．こ

のためには，道具を開発しなければならない．我々はそ

ういった制御を可能にするための実験の道具を開発して

きた． 
 

6. 実験道具の開発 

何をやったかというと，2 原子分子に 100fs ぐらいの時

間幅のレーザーパルスを 2 発照射して，波を二つつくる．

その際，二つの波束が真ん中のところで交差する瞬間だ
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け定在波が見える．これを我々はさざ波のように見える

ので quantum ripple（量子さざ波）と呼んでいる．我々が

やってきた道具の開発は，この quantum ripple が作る時

空間模様をきちんと可視化することと，こちらから能動

的にデザインする技術の開発を目的に進めてきた．波の

干渉をきちんと制御して観測することができれば，物質

の波もきちんといろんな環境で観測できる様になるはず

であるという信念のもと，技術を開発してきた． 
図 4 は，量子さざ波が描く時空間模様を表わしたもの

で，横軸が時間軸，縦軸が空間軸で，矢印の長さが，そ

れぞれ１兆分の１秒と１億分の 5mm である．二つの波

が交差して量子さざ波が非常にきれいな二次元模様をつ 
くり，カーペットのようにみえるので量子カーペットと

呼んでいる．今この二つの波束を作るレーザーパルスの

タイミングを 0.5fs ずつ変えていくと，このカーペットの

模様がドラスティックに変わることが理論計算から予想 
できる．これを実験的にやれるかどうかはそれ程自明で

はないが，我々はこれを 10 年ぐらいかけてやれるように

した．たとえば白い四角形で囲った領域内で，この時空 
間模様を可視化した例が図 5 右である．二つのレーザー

パルスの間隔を 0.5fs ずつ変えることによって，この時空

間模様を能動的にこういった精度で書き換えて可視化す

るということに成功した．この精度は非常に高く，カー

ボンナノチューブの直径の 1000分の 1ぐらいの精度にな

っている．これができる様になるために，我々が開発し

たのが高精度の光干渉計で，アト秒位相変調器（図 5 左）

と呼んでいる．基本的には，マイケルソン型の干渉計で

ある．一方の光路には，気体を封入したセルが設置され 
ており，この圧力を調節することによって，二つの光パ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
図 4 量子さざ波が描く時空間模様：量子カーペット 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 5 量子さざ波のピコメートル精度での加工・可視化 

ルスの時間間隔をアト秒精度できちんと制御することが

できる．波長 254nm の二つのフェムト秒レーザーパルス

が空間的に重なるような設定において，気体を封入した

セルの圧力を徐々に増やしていくと，二つのレーザーパ

ルスの電場が，強めあったり弱めあったりしている様子

が確認できる．この周期は，フェムト秒を切っており，

この 8 周期分をサイン関数で最小二乗フィットし，その

周期の１標準偏差を見積もると１アト秒を切っている．

これを測定するのに，だいたい 5 分とか 10 分かかるが，

これが短時間の安定性の指標と言える．実際に測定をや

る時には 1 時間か 2 時間かかけるので，近くを重い車が

通ったりすると振動でずれてしまう．従って，これをき

ちんとフィードバック制御する仕組みが必要となる．こ

れまでにフィードバック制御により，2 時間以上±20 ア

ト秒の精度で二つの光パルスのタイミングを固定するこ

とができることを実験的に確認している．これが，我々

が開発してきた実験の道具である．問題はこの技術を使

って何をやるのかである．一つはテクノロジーの話で，

波の性質を活かした非常に速いコンピューター，もう一

つは，これがまさに本当に我々がやりたいことであるが，

量子力学の 100 年の謎を解き明かすことである． 

 
7. 波の性質を活かした量子テクノロジー 

最近のトランジスタは，ゲート長が 40nm とか絶縁層

が 5nm とかになってきている．これぐらいになると電子

の浸み出しがあってエラーが起きるので，演算素子とし

て信頼性が無くなりこれ以上は小さくできない．電荷に

依存する情報処理は，10nm の壁は越えられない．そこ

で我々が着目したのは電気的に中性な小さな分子である．

ヨウ素分子などは 0.3nm ぐらいのサイズであるが，この

中に量子力学的な波を入力すれば重ねられるので一つの

分子にたくさんの情報を入力して出力することができる．

それぞれの定在波がパタパタ揺れている揺れ幅と揺れの

タイミングを情報として使えば良い．2003 年には，それ

ぞれの定在波の揺れ幅に量子バーコードを書き込むこと

に成功した．これに結構時間がかかったが，揺れのタイ

ミング（位相）の情報も読み出せる様になった．たとえ

ば，位相（φ）を知りたい波束があったとすると，波束

は前に述べた様に定在波の重ね合わせ状態になっている 
（図 6）．これを知りたい時にそのままだとわからないの

で，素性が良く分かっている参照波束をタイミングτと

いう時間だけ遅らせて重ねることをやったとする．この

重ね合わされた波束状態に対して，おのおのの状態がど 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6 固有状態の時間振動の観測 

H. Katsuki, H. Chiba, C. Meier, B. Girard, K. Ohmori, 
"Actively tailored spatiotemporal images of quantum  
interference on the picometer and femtosecond scales,“  
Phys. Rev. Lett. 102, 103602 (2009).”Copyright (2009) 
by the American Physical Society." 
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んなポピュレーションを持っているかを調べてみると，

これが最初知りたかったφの関数になっていることが分

かる．知りたかったφの情報が，こうすることによって

状態のポピュレーションに変換されている．ポピュレー

ションはレーザーをあてて分光計測するとピークの高さ

を測ればわかるので，この情報をきちんと光学的に読み

出すことができることになる．これは，普通の光の世界

で，ホログラフィーというテクニックがあるが，それと

同じ様な原理なので，量子ホログラフィーと呼ばれてい

る．普通のホログラフィーは光の波に対して行うが，量

子ホログラフィーは物質の波に対して行う．もう一つ面

白いことは，もともと知りたかった波束の時間振動の部

分と，こうやって出てきたポピュレーションの赤線の部

分を比べると，全く同じ形をしており，実際のｔをτcontrol

という二つの波束をつくるレーザーパルス間のタイミン

グに置き換えたものになる．即ち，この二つの波束を作

るタイミングτcontrol を掃引することによって元々の波

束が時間的にパタパタ振動しているその時間振動を直接

観察できることがわかる．図 7 は一つの例であるが，ヨ

ウ素分子の中の 34,36,38 と下から 35,37,39 番目のエネル

ギーのところにある振動の定在波に対して量子ホログラ

フィーをやった結果である．二つの波束をつくるレーザ

ーパルス間のタイミングを掃引していくと，それぞれの

状態が時間振動しているのが直接観測される．この図で

は，約 1.8fs でものすごく速く振動しているのがわかる．

なおかつ，青い所は黄色と赤色に対して逆のタイミング

で振動していることもきちんと分かる．情報を読み出す

うえで重要なテクニックであることが分かると思う． 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7 量子ホログラフィー 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 8 離散フーリエ変換（4 要素） 

次の段階は，論理演算できないかということであるが，

この計算にも最近我々は成功した．実際にやった計算は，

フーリエ変換と呼ばれる計算である．フーリエ変換とい

うのは信号強度の変動に埋もれた周期性を抽出する演算

で，これを分子の中の原子の波を使ってやったのである．

たとえば今，f0 から f3 まで 4 値入力 fi を行ったとする．

これをフーリエ変換すると行列は図 8 のようになる．こ

こで，行列を対角成分だけ残す様に w という行列を使っ

て対角化する．この w-1 という逆行列を fi にかけたもの

を新たに入力として考え直す．今，この 4 つの入力 w-1fi
をヨウ素分子の中の v=34,36,37,38 という四つの振動定

在波の位相と振幅とみなすと，行列はこの振動波束が

145fs だけ時間発展したという物理現象を現している．即

ち，こいつを分子の中に書き込んでおいて，145fs だけ時

間発展させると，それでフーリエ変換ができてしまうこ

とになる．参考までに，今世界で一番速いレベルのスパ

コン IBM_Power6の 1クロックの基本動作の時間が 200ps
なので，我々の演算速度はもし成功するとこのスパコン

の 1000 倍以上速いことになる．しかも，我々のは計算時

間であり 1 クロックではないということである．まとめ

ると，フーリエ変換したい入力があり，これを w-1 で分

子の入力に変えて 145fs 時間発展させてその出力を量子

ホログラフィーによって読み出すとフーリエ変換ができ

る．こういった計算が可能になった訳で，分子の自発的

な時間発展を応用しておりものすごく速いが，限られた

演算しかできなかった問題があった．任意の演算を実行

するには，分子の中に書き込んだ情報を外部から書き換

えるための技術が必要であった．これについては，2011
年に分子に書き込んだ情報を外側から非常に強い赤外領

域のレーザーパルスで混ぜ合わせることによって書き換

えるということに成功し，任意の演算をするための基礎

技術が開発できた． 
 

8. 量子力学 100 年の謎を解き明かす 

我々がやりたいのは，多数の原子核と電子が相互作用

する様な多体系で物質波の時空間発展を追求することで

ある．もちろん，本当にやりたいのは実在するバルク個

体の中で時空間発展する物質の波を見たい訳である．最

近我々は，水素分子を低温にして固め，その結晶の中全

体に拡がっている波動関数を二つ重ね合わせて強めあっ 
たり，弱めあって消したりという実験に成功した．固体

の中で拡がった量子状態というのは，最初の方で示した

検出器の中で拡がった電子の波のプロトタイプとみなす

こともできて，こういったものを使って，なぜこういっ

た非局在化した波が局在化してしまうかということを突

き詰められるのではないかと思っている．固体というの

は自然によってつくられるものであるので，あまりこち

らの方でいろんなパラメータを変えられない．そのため，

我々はもう一つのアプローチを採用している．固体中の

たくさんの粒子が相互作用を及ぼしあっているという本

質だけを抽出したモデル系でやる実験である． 
図 9 が今一番力を入れている系である．光の定在波で

規則的にできたポテンシャルの中に，マイクロケルビン 

～1.8 fs 

K. Hosaka, H. Shimada, H. Chiba, H. Katsuki, Y. Teranishi, Y. Ohtsuki, K. Ohmori,
"Ultrafast Fourier transform with a femtosecond-laser-driven molecule,“ 
Phys. Rev. Lett. 104, 180501 (2010). "Copyright (2010) by the American Physical 
Society." 
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図 9 超高速量子シミュレーター 
からナノケルビンぐらいまで冷やしたルビジウム原子を 
規則正しく並べて，ここにコヒーレント制御法を使って

電子の波動関数の時空間発展を見ていく研究を進めてい

る．量子シミュレーターは，元々ファインマンが提唱し

た概念で，量子的な多体現象を古典計算機でシミュレー

トすると指数関数的な時間が必要となるが，実際の人工

的な多体量子系を使って解く（模擬実験をする）とそう

はならないという発想である．我々は，こういった極低

温原子を固体に見立ててこの上で固体のモデル化をやろ

うと考えているが，少し問題がある．それは，そうやっ

て作った原子の間隔は 500nm であるが，実際の固体の原

子間あるいは分子間の距離は 0.5nm くらいとずっと近い．

このモデル系は離れすぎていて相互作用を起こさないの

で，そのままでは固体のモデル化にはならない．どうに

かして相互作用のスイッチを入れないといけない．これ

に対して我々は次のように考えた．ルビジウム原子は，

下から 5 番目の S 軌道に 2 個電子が入っている，このう

ちの一個をレーザー光でｎが非常に高いレベルに励起し

てやる．そうすると，この電子が原子核の周りの非常に

巨視的なところをグルグル運動している様な状態を作る

ことができる．今，このレーザーパルスの幅をどんどん

短くしていくと最初に示した様な電子の波束がこの上を

グルグル回っている様な状態を作ることができる．だい

たいｎを 80 ぐらいにするとこの半径が 500nm ぐらいに

なって，となりの原子に完全に重なる様な状態になる．

これを全ての原子にやってやると，原子全体に相互作用

が生じるはずであり，その結果，原子集団全体に拡がっ

た電子の波動関数が形成されるはずである．いわゆる，

固体のバンド構造に相当する様な電子状態がつくられる

という考えで研究を進めている．これがほんとうにでき

るかを検証するための実験を進めている．規則正しく並

べるところまでには至っていないが，70μK ぐらいまで

レーザー冷却したルビジウム原子を光で空間中にトラッ

プする．サイズは 1mm とか 20μm とかいったトラップ

である．この中で，前述のリュードベリ波束を作って，

それがトラップの密度の影響を受けるかどうかを調べた．

こういったトラップを使うと，隣り合うトラップの間隔

が 1 ミクロン程度になり，光格子ポテンシャルの隣り合

った原子の間隔と同じオーダーになる．やったのは量子

ホログラフィーであり，高密度原子集団にリュードベリ

電子波束を発生させて時間発展したところに，参照波束

を重ね合わせてこの波動関数の振動を実時間で観測した．

この時間振動が，トラップの中にいっぱい詰め込まれた

原子の間の相互作用で変化するかどうかを調べた．その

結果，原子間間隔を 4μm から 2μm，1μm と徐々に変

えていくと，1fs で振動している電子の波の振動のタイミ

ングがだんだんずれていくことが実験的に検証された．

もう少し細かく 1μm から 4μm まで変えていくと電子

の振動のタイミングのずれが徐々に大きくなっていくこ

とが観測された．即ち，トラップの中の原子間の相互作

用をリュードベリ電子波束を作ることによって誘起でき

ていることが実験的に検証されたことになる．即ち，ト

ラップの中にいっぱい詰まっている原子の間の相互作用

を電子の波束を作ることにより誘起して，固体のモデル

になる様な状態を実験的に作り出せていることが検証さ

れた．我々はこれを整列させて更に精緻な実験をやるこ

とを計画した．この様に固体を模して並べた原子集団の

端の方で電子の波を作ると，それが時間と共に拡がって

いく．これをもう一つの参照波束と干渉させて時間的・

空間的な広がりを実測する．広がったところで今度は外

側から noisy な雑音；光でよいが，これを加えて広がっ

た波動関数を人工的にだんだん縮めていって，最初に説

明した様に検出器の中で電子の波が不連続に局在化する

のではなくて連続的に変わっていくということを実験で

確かめることを夢に研究を進めている．これをやること

によって，量子力学の 100 年の謎“波（非局在）は，い

つ，どうやって粒（局在）に変化するのか？”というこ

とを実験で解明したいと考えている． 
 

9. まとめ 

 これまでに，二つのこと；テクノロジーと世界観，に

ついて述べてきた．テクノロジーで述べた分子コンピュ

ーターを大規模化するためには，固体に埋め込む必要が

あり，そのためには固体中の物質の波を如何に保持して

制御するかがポイントとなる．これを実現するためには，

固体の中で物質の波がいつ，どうやって粒に変化するの

かということを理解しなければならない．この二つのこ

とは，全然違う話ではなく，新しい世界観をきちんと確

立することによって，新しいテクノロジーが生まれてく

るものだと考えている． 
 検出する前は波で，検出した瞬間に波は縮んで粒にな

る！と外村さんの実験は教えているように見える．量子

力学ができて 100 年ぐらい経って，今我々の生活には，

コンピューター，コンパクトディスクなど量子力学を応

用した製品が日常生活に浸透している．数十年前には量

子力学は 5％か 10％ぐらいしか役に立っていなかったと

いうことであったが，今や，例えば米国の GNP の 30％
は量子力学の応用製品によると言われている．今後，更

に量子力学のあいまいさを活用した夢のような技術（量

子コンピューター，量子暗号…）が開発されるであろう．

しかし，量子力学は未だに完全に理解されていないし，

今後も理解されることはないかもしれない．2028 年は，

私の定年の年であるが，定年までには，この残されてき

た謎をどうにかして解いてみたいと思いながら研究を進

めている． 
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