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1. 中惇（Makoto Naka）：11：00～11：45

“Magnetism, Electricity, and Condensed Matter Physics”

The existence of magnets is considered to

heve been known since the era of ancient

Greece, but its mechanism had not been

clarified until the last century. The reason

why it took such a long time is due to the fact

that the magnetic property is essentially

microscopic origins, and hence we had to wait

for the two major breakthroughs in physics:

existence proof of atmos and invention of the

quantum mechanics.

Condensed matter physics is the research field which clarifies how the

macroscopic properties, e.g. magnetic, electric, and optical properties, emerge

from the extremely large number (～1024) of microscopic (～10-10m) particles

making up a material. Even at the present day, research for magnetism is one of

the central issues of the condensed matter physics, and a lot of physicists study

on “slightly strange (or exotic?) magnets”.

In this presentation, I will give you a feeling of an atmosphere of the condensed

matter physics field (to the extent I can), and introduce one of my studies on the

exotic relationship between magnetism and electricity in materials.

「磁気と電気と物性物理」

磁性を示す物質（つまり磁石）の存在は古代ギリシャの時代から知られていたとさ

れますが、なぜ磁性が生じるのか、その原理がはっきり解明されたのはつい前世紀

のことです。これほど長大な時間を要した理由は、磁性という比較的身近な性質が、
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本質的にミクロな現象であったことに起因します。つまり、その解明には「物質が

極めて微細な原子からできていること」、そして「原子の振る舞いは“古典的な”ニ

ュートン力学では説明がつかないこと」という物理学上の二つの大きな秘密に人類

が気づく必要があったのです。

物性物理学とは、このような物質を構成する極めて小さく（およそ 10-10m）膨大な

数（およそ 1024 個）の粒子の振る舞いに注目して、我々の目に見えるマクロな物質

の性質がどのように発現するのか？を解明する研究分野です。磁性の研究は現代物

性物理学においても中心的なトピックの一つで、日々多くの物理学者たちが「少々

風変わりな磁石」を相手に研究を行っています。本講演では、皆さんに（私にでき

る範囲で）物性物理学の雰囲気を感じていただくと共に、私が行っている少し変わ

った磁性と電気の関係についての研究を一つご紹介します。

2. 石川真衣 （Mai Ishikawa）：11：50～12：30

“What is the essence of a stock corporation ?”

Stock corporations have become one of the

most powerful types of institutions not only

because of the services and the products they

provide, but also for the employment and the

profits they create. Part of our pension funds

are invested in stocks, and it is not rare to see

stock corporations giving research funds or

accepting to make donations for a social

cause. All these aspects make them strongly

correlated to every part of the modern society.

Given the plurality of the roles attributed to stock corporations, a fundamental

question arises : what is the essence of a stock corporation? After giving a short

overview on the historical development of this type of corporation, this talk aims

to show how legal scholars have been divided on the question of the nature of the

stock corporation, to give a better understanding of the legal problems discussed

there.

「株式会社の本質とは何か」

毎日の生活のなかで私たちが受けるサービスや購入する物品は、多くの場合、株式



会社により提供されています。しかし、このような消費者としての株式会社との関

係だけでなく、私たちは従業員や株主として株式会社との関わりを持つこともあり、

研究者であれば株式会社から研究資金の提供を受けることもあります。私たちの年

金の一部も、株式会社に投資されています。

このように市民の生活に密接に関係する株式会社とはどのような存在であり、その

法的性質はどのようなものなのでしょうか。今回は、株式会社の歴史的展開を概観

した後、株式会社の性質をめぐる議論について説明し、株式会社の性質の捉え方に

よってどのような側面において違いが生じるか、具体例を挙げながら考えていきま

す。


