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1. はじめに

私は 2015年 4月から 2016年 9月まで日本原子力研究開発機構の核データ研究グループ

に博士研究員として在籍した。原子力機構を退職した後、現在はイタリアのナポリで Istituto

Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)のポスドクとして、理論核物理の研究に携わっている。お

よそ 1年間暮らしてみてわかったナポリでの生活や研究について紹介したい。

2. ナポリについて

ナポリの歴史や地理についてはweb上にたくさんの情報があるため、ここでは、実際に暮

らしてみて感じたことを書くことにする。私はナポリ市内の Vomeroという地区に住んでい

る。Vomeroは歴史中心地区に隣接した丘の上にあり、地中海やVesuvio山を望むことのでき

る絶景ポイントが数多く存在する (図 1)。自宅から徒歩 5分圏内に地下鉄・Funicolare (ケー

図 1 Castel Sant’Elmoから東を眺めた景色。写真右は地中海、中央上部はVesuvio山、左
は歴史中心地区である。歴史中心地区を南北に二分するように続く通りは Spaccanapoli
(「ナポリを二分する」の意)と呼ばれ、教会や飲食店、土産屋等があり常に活気で溢れる
観光地である。Spaccanapoliの先に見える高層ビル群の手前にナポリ中央駅が位置する。
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図 2 ナポリで何度もパンクを経験した愛用の自転車。写真左上には Castel dell’Ovo (卵
城)が見える。

ブルカー)の駅や、Castel Sant’Elmoという美しい古城もある。Vomeroは比較的治安がよく、

富裕層が暮らす地区とされている。もっとも、ナポリの治安を心配するweb上の記事をよく

見かけるが、実際暮らしてみて危険に感じたことはない。職場であるUniversità degli Studi di

Napoli Federico IIという大学 (後述する)は市中心部から東へ 10 km弱に位置しており、日本

から持参した自転車に乗り、自宅から行きは約 30分、帰りは約 40分の時間を要する (行き

は下り、帰りは上りが道程の大部分を占める)。早朝のまだ人通りの少ない石畳の街を、趣向

を凝らした建築物や美しい景色を眺めながら、颯爽と自転車で走り抜けるのが毎日の楽しみ

である (図 2)。

ナポリには美術館・博物館、教会、城、王宮などが数多くあり、入場にはもちろんお金がか

かる。しかし毎月第一日曜日に限っては、入場料が無料になる。私はこの機会を使って、たく

さんの芸術・文化に触れることができた。そして最近、イタリアの芸術を自分なりに楽しむ

一つの方法を見つけたので紹介したい。イタリアの街の特徴として、全ての道および広場に

は、どんなに小さなものであっても原則的に名前がついている。それらの名前は、聖人や画

家、建築家、作曲家、学者など様々な著名人から取ることが多い。例えば、私はVia Giuseppe

Bonito (Giuseppe Bonito通り)に住んでいるが、この通りの名は、18世紀に活躍したナポリ

出身の同名画家に因む。ナポリの Capodimonte美術館には Caravaggioなど有名芸術家の作品

が数多く展示されており、その中で Giuseppe Bonitoの絵画を見つけた時は特別な親しみを

感じ、その絵を見入ってしまった。他にも、近所の道の名の由来となった画家の作品を見つ

ける度、絵画そのものの魅力とは別の理由で、その絵が気になってしまう。これは本来の芸

術・美術品の楽しみ方とは異なり、稚拙なものだろうが、それはそれで新たな楽しみ方とし

て気に入っている。

物価についても少し述べておこう。標準税率が 22%と高いが、軽減税率 (4-10%)のために、

食品は安く購入できる点はすばらしい。特にフルーツは日本と比較すると非常に安価である。

例えば 2017年 8月だと、ぶどうが旬であるようだが、1 kgで約 e1.2 (おおよそ一房 0.7 kg

でe0.84)である。ナポリの食で忘れてはいけないのはやはり pizzaである (ピザではなくピッ

– 44 –



図 3 ナポリからおよそ 50 km北に位置する Caiazzoという街にある pizzeria “Pepe in
Grani”のマルゲリータ。Pepe in Graniは 2016 (2017)年に Best pizzeria in the world (Italy)
に選ばれている。

ツァ)。Pizza発祥の地であるナポリでは、pizzeria (pizza屋)が数多くあり、店内で食べるの

と同様に porta via (テイクアウト)も一般的である。Pizzaの中でも定番のマルゲリータ (トマ

ト・モッツァレラ・バジル)とマリナーラ (トマト・ニンニク)は、店にも依るが、おおよそ

e3-5である (図 3)。直径 30 cmほどあり、だいたいの人は、一食で満腹になると思われる。

前菜としてズッキーニなどの野菜とチーズのフリットを食べることも多い。これは極めて個

人的な意見だが、私はイタリアにおける pizza文化は日本におけるラーメンのそれに似てい

るのではないかと思う。地域によって様々な味・形状があり、それを専門とする店舗がいくつ

も存在し、低価格で高カロリー (この点でうどんや蕎麦とは異なる)、「あそこの味がいい、こ

この店でないとだめ」などとこだわりや批評を持つ人々がいる、というこれらの特徴は地域

文化の一つとなっている。Veneziaへ旅行した際、北イタリアの pizzaの硬さ・薄さに驚いた。

ネイティブでも北イタリアの pizzaのほうが好みだという人はいるが、どうやら私は、柔ら

かくモチモチとした食感のナポリ pizzaでないと満足できない人間になってしまったようだ。

家賃についても言及しておこう。他の大都市と同様に高く、例えばVomero地区では、1Kの

間取り (40-50 m2程度)で e1,000以上が普通である。

さて、郷に入っては郷に従うことに決めている私だが、それでも受け入れられないことが

ある。交通事情である。この場を借りて、ナポリの交通モラルが如何に低劣であるかを述べ

たい。街で頻繁に目にする違法行為をいくつか挙げてみる。

• 信号無視 (車・バイクおよび歩行者)

• 車・バイクの右折時における巻き込み・横断歩行者確認の怠り

• 対向車が存在している場合の無理な左折 (対向車側が減速・停車する)

• 方向指示器の不適切な使用 (不使用および点滅させたまま不適切に直進)

• 車線数を超過した走行 (片道一車線の道路で二車線のように無理やり並列して走行)

• 多重縦列駐車や交差点内での駐停車
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• 一時停止義務の無視、あるいは交差点内に侵入してから一時停止

• クラクションの不適切な使用

• 運転中の携帯電話の操作 (車・バイクとも)

• バイクの乗車定員超過とヘルメットの非着用

• 低質な路面環境

• 機能しない信号機 (全ての色が消えているものや、逆に全ての色が点灯したままのもの)

• 無賃乗車をする乗客 (バス・鉄道)

まだまだ出てきそうであるが、これくらいにしておく。もちろん全ての運転者・歩行者が上

記のように振る舞うわけではない。しかし、主観ではあるが、おそらく 4, 5割の人々が該当

するのではないだろうか。さらなる問題は、警察がこれらの違反を看過することである。ま

た上記の問題は、全てが運転者・歩行者のモラルに起因するわけではない。例えば路面環境

に関しては、国・自治体の予算や政策に強く依存するだろう。市内の中心地や歴史地区など

は石畳の路面であり、走行には適していないものの、歴史的価値からその保存には賛成であ

る。一方中心地を離れればコンクリート舗装された道となるが、路面は凹凸だらけである。

陥没した場所、陥没箇所を埋めたことによる路面の隆起、路面電車の廃軌道、さらには金属・

ガラス等のゴミが散乱している。ナポリでの暮らしは心地よいものだが、交通事情だけは改

善されて欲しいと願ってやまない。

3. INFNについて

INFNはイタリアの国立研究機関であり、その名に「原子核物理」という単語を含んでい

るものの、研究対象はあらゆる物理学に及ぶ。加速器等を持つ大規模な研究所がイタリア国

内に 4箇所存在する一方で、国内主要都市の各大学には計 20の “sezione” (セクション)が組

織されている。私の所属するナポリセクションは、Università degli Studi di Napoli Federico II

という国立大学の理学部物理学科にある。

イタリアの大学の特徴の一つに、理学部物理学科と INFNなどの国立研究機関が連携して

大学を運営している点がある (INFNの他にも Consiglio Nazionale delle Ricercheという、物

理に限らず広い科学分野を研究対象とする国内最大規模の国立研究機関も存在する)。例えば

授業などは基本的には物理学科の教員が担当するが、希望すれば INFNの研究員も受け持つ

ことができるようだ。事実、ナポリセクションのディレクターを務める Giovanni La Rana氏

は学部生向けの原子核物理の授業を担当している。INFNの研究員も学生を指導することは、

制度上できるようだが、そうしている者を私は知らない。

イタリアにおいて失業率は過去 5年間でいずれも 10%を超えており、不況は周知の事実だ

ろう。しかし、この不況下においても学術分野の予算は潤沢であるように思う。正しく言え

ば、学術分野全体としてどうかというよりも、私が研究・生活する上で、経済的に恵まれて

いると感じている (イタリアの科学技術に関する政策・予算等は、例えば、科学技術振興機
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図 4 大学の居室の様子。

構が公表している「科学技術・イノベーション動向報告イタリア編 (2016年度版) [1]」に詳

細にまとめられている)。私は INFNの postdoctoral fellowとして雇われているが、これは非

イタリア国籍を有する研究者のみを雇用対象とした予算に基づく。月給は理化学研究所の基

礎科学特別研究員や原子力機構の博士研究員に準ずる額である (所得税等で約 25%を差し引

かれる)。7, 8年前に同じ制度を利用してミラノでポスドクをした先輩に話を聞くと、給与額

は現在のほうが随分高いらしい。出張等のための研究費も十分に使わせてもらえている。こ

れだけの予算を毎年 10名前後の非イタリア人のために配分する点はすばらしいと思う。大

学での居室も広い (図 4)。おおよそ 3 m× 5 mの部屋に、我々のグループのもう一人のポス

ドク Luca De Angelis氏と二人で過ごしている。

4. 研究について

私はイタリアに来る以前は、核反応論を専門としてきた。天体核反応やクラスター物理に

関連した研究に従事し、精密な直接反応模型の構築に携わってきた。ここナポリでは、これ

までの研究は継続しつつ、新たに殻模型を用いた原子核構造計算を遂行している。共同研究

者はいずれも INFNナポリセクション所属の Angela Gargano氏 (図 5)、Luigi Coraggio氏、

Nunzio Itaco氏、Luca De Angelis氏である。

現在の研究テーマの一つは、ニュートリノレス二重 β崩壊 (0νββ崩壊)の原子核行列要素

の計算である。原子核中で 2つの陽子と 2つ中性子の状態が同時に入れ替わる二重 β崩壊は、

通常 2つのニュートリノを放出しながら起こる。しかし、もし 2つのニュートリノが共に粒

子・反粒子の関係 (Majorana粒子)にあり対消滅すれば、ニュートリノが放出されない 0νββ

崩壊が生じる。このイベントの観測は素粒子論における標準理論を超えた物理の存在を示唆

するもので、崩壊確率を本質的に決定する原子核行列要素の精密な算定は原子核物理におけ

る最重要課題の一つである。我々は、現実的な核力に基づく殻模型計算により、130Teおよ

び 136Xeの二重 β 崩壊の崩壊確率を算定した [2]。多体系の摂動効果により崩壊確率が劇的

に減少し、実験値の説明にはこの多体摂動効果が本質的に重要であることが判明した。我々
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図 5 Angela Gargano氏 (左)と著者 (右)。Ischia島で我々のグループがオーガナイズした
研究会 “12th International Spring Seminar on Nuclear Physics” [5]にて撮影。

のアプローチは 0νββ崩壊の崩壊確率の精密な見積もりに有効であることが示され、現在そ

の計算を進めいている。

もう一つの重要な研究テーマが核力の三体力効果の解明である。核子が三つ存在したとき

に初めて働く三体力の重要性は、軽い核の束縛エネルギーの説明に必要不可欠であることな

ど、多くの研究で明らかにされている。我々は Chiral有効場理論 [3]に基づく核力を用いた

殻模型計算を進めている。先述の通り、私のバックグラウンドには反応論があり、構造論に

本格的に携わるのが初めてだったこともあり、私にとって大変挑戦的な研究となった。私は

着任後、半年以上の時間を三体行列要素の定式化に費やした。定式化をまとめたノートは、

計算の基礎的な部分や式の導出の詳細な説明も含んでいるため、現在 78ページに及んでい

る (更新中)。まずは二体の行列要素の定式化から始めた。直感と異なる相対座標の定義に戸

惑い、Talmi変換 [4]に苦心し、反対称化で躓き、来た道を戻ったことは何度もあった。結果

として、同僚との議論が助けになり、殻模型計算に関する理解を深めることができたと実感

している。現在は計算コードを開発している段階で、なるべく早くこの研究を論文として結

実させたい。

5. おわりに

この記事を執筆できる機会をいただき感謝している。おかげでナポリに来てからのおよそ

1年間を振り返ることとなり、改めて気づいたことがたくさんあった。特に最後に述べたい

のは、たくさんの Napoletani (ナポリの人々)の助けがあって、異国の地で生活することがで

きているという事実である。中でも職場の同僚には研究面のみならず生活面でも、彼らの研

究の時間を割いてまでも、お世話になっている。日々感謝の気持ちを忘れずに、この地で得

たものをこれからの人生に活かしていきたい。
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