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　講演セッションは、京都大

学理学部 6 号館 401 講義室で

行われました。今年度は、海

外を含む学外からの招待講演

者に加え、教員だけでなく、

次世代を担う院生にも登壇していただき、各分野における最先端研究を、

分野外の聴衆にもわかりやすく紹介していただきました。研究が発展し、

専門性が増して細分化が進んだ結果、専門分野外の話を聞き、それにつ

いて考える機会が少なくなってきていますが、広く物理学全体をとらえ

て共通点、普遍性について考えるよい機会になったのではないかと思い

ます。22 日午後に行われた企画セッション、院生セッションでは、大学

院教育についての講演や、大学院生活、研究生活に関する教員と院生と

の議論、意見交換が行われるなど、直接的な研究以外の点についても他

者の意見を聞き、考える機会が設けられました。また「喫茶ほくと」に

おいて行われた懇親会では、所属、分野、立場を超えた交流がなされま

した。ポスターセッションは、本年度から新しく利用可能になった理学

研究科セミナーハウスで行われました。院生、PD を中心に 150 件以上

のポスター発表が行われ、活発な議論が繰り広げられました。

　以下は、プログラムに沿った、講演セッションの簡単な報告です。プ

ログラムリストでは敬称は略させていただいています。各セッションの

報告は、本 GCOE プログラムのもとで研究活動を行っている GCOE ポス

ドクの方々にご協力いただきました。括弧内は報告者のお名前です。

2010 年度 GCOE シンポジウム　
「フロンティア開拓」 

シンポジウム報告

GCOE Symposium 2010   “Emerging Frontiers of Physics”
報告統括：戸田　亮

低温物質科学研究センター

　2010年度GCOEシンポジウムが、2月21日から23日の3日間にわたっ
て開催され、200 名を超える参加者と、国内外からの招待講演者によ
り盛況を博しました。

川合さんによる開会のことば
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　Michel Gonin (École Polytechnique) 

　　“Neutrino oscillation experiments in Europe : OPERA and DCHOOZ”

　南野彰宏 ( 京都大 ) 

　　“Recent results of neutrino oscillation experiments: T2K and MINOS”

　松岡広大 ( 京都大 ) 

　　“Muon Monitor in an Accelerator Neutrino Experiment”

　野田耕司 ( 放射線医学総合研究所 ) 

　　“Development of heavy-ion radiotherapy with NIRS-HIMAC”

　本セッション前半では、ニュートリノ物理に関する 3 つの講演が行わ

れた。ニュートリノ物理は日本が世界をリードする分野であるが、世界各

地でも国際共同のニュート

リノ振動観測実験が進めら

れている。Gonin 氏の講演

では、ニュートリノ振動現

象に関するレビューに加え

て、ヨーロッパで進められ

ている国際共同観測実験、「DChooz」と「OPERA」についての紹

介が行われた。南野氏と松岡氏の講演では、最近稼働を始めた「T2K」

を中心に、長基線長のニュートリノ観測実験に関する紹介と最近の

近況についての発表が行われた。

　セッション後半は、放射線によるがん治療に関する講演が行われ

た。通常の放射線と比べて、重粒子線はがん病巣に線量を集中しや

すく、また照射の効果も大きいため、正常な組織への影響を抑えつ

つ効果的な治療につながると期待される。野田氏の講演では、重粒

子線を用いたがん治療装置「HIMAC」の成果や課題、新しい取り組

みについて紹介が行われた。　（文責 : 佐合紀親）

　柴田一成 ( 京都大 ) 

　　“Universality of Cosmical Burst Phenomena”

　橋本哲也 ( 京都大 ) 

　　“Observations of High-Redshift Universe by Gamma-Ray Bursts”

　樫山和己 ( 京都大 )

　　“Magnetar asteroseismology with long-term gravitational waves”

　安東正樹、高橋 走 ( 京都大 / 東京大 )

　　“Gravity and Gravitational wave Physics”

Session I  ［  2/21  09:40 - 11:50  ］ ( 座長 : 山下  穣 )

Session II  ［  2/21  13:20 - 15:30  ］ ( 座長 : 手塚真樹 )

講演する柴田さん

講演する Gonin さん

講演する松岡さん

講演する南野さん

講演する野田さん
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　本セッションでは、宇宙における高エネルギー現象を、

観測、シミュレーション等の最先端の技術で解明してい

く発表が行われた。身近な高エネルギー現象の中に太陽

フレアがあるが、最新のシミュレーションでは非常に良

い再現性が得られ、更に高エネルギー現象も同じ物理で

説明が可能であるという。また GRB(Gamma-Ray Burst)

天体の解明は宇宙物理に取って大きな課題だが、近年、

遠距離 ( 赤方偏移 =8.2) の GRB が観測された。このよう

な GRB の 解 析 を 行 え ば、

宇宙の星形成の歴史を理解

する上で重要な情報が得ら

れるという。また日本で開

発が進んでいる重力波観測

計画 LCGT は 3km の腕を

持ったレーザー干渉計で非

常に低温な鏡を用いること

により、検出器感度を制限

していた熱雑音を大幅に減

らすことが可能になる。LCGT が動き出せば様々な物理現象の解明に大きく前進す

るが、その１つにマグネターからの重力波が観測できる可能性があり期待されて

いる。　（文責 : 株木重人）

　久徳浩太郎 ( 京都大 ) 

　　“Gravitational waves from spinning black hole-neutron star binaries”

　佐々真一 ( 東大総合文化 ) 

　　“Feynman's Ratchet”

　谷村吉隆 ( 京大理化学 ) 

　　“NonMarkovian, Nonpurterbative, and nonsecular quantum hierarchy equations of motion approach to   

           chemical processes”

　沙川貴大 ( 東京大 ) 

　　“Information Thermodynamics in Small Systems”

　久徳浩太郎氏は、ブラックホールと中性子星の連

星の合体による重力波を、数値相対論を用いて計算

し、ブラックホール・スピンによってこの連星の最

終的な状態が大きく異なるという結果を報告した。

佐 々 真 一 氏 は、Feynman's Ratchet を 題 材 に、 平

衡熱力学を復習し、非平衡での揺らぎの定理を紹

Session III  ［  2/21  16:30 - 18:40  ］ ( 座長 : 藤岡宏之 )

講演する橋本さん

講演する安東さん

講演する高橋さん

講演する樫山さん

講演する久徳さん
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介し、さらに熱測定で定まる拡張エントロピーが拡張

Clausius 関係式を満たし、それが対称化 Shannon エン

トロピーで表せることを示した。谷村吉隆氏は、有色ノ

イズ、強い相互作用、熱浴との相関を含む階層型方程式

を、特に微視的振動子模型について導き、さらにこの枠

組が二次元赤外分光の分子動力学の結果等を説明するこ

とを示した。沙川貴広氏は、熱力学系を情報系がフィー

ドバック (FB) 制御する系について、系間の相互情報量

を含む形に熱力学第二法則を拡張し、実験での実現法

を紹介し、さらに非

平 衡 で の Jarzynski

等式を相互情報量や

FB 効 率 を 含 む 形 に

拡張した。 

       （文責 : 森田英俊）

　武岡正裕 ( 情報通信研究機構　量子 ICT グループ ) 

　　“Quantum measurement for optical and 

           quantum communications”

　越野和樹 ( 東京医科歯科大 ) 

　　“Deterministic Raman transition and its application to quantum 

           information processing”

　青木隆朗 ( 京都大 ) 

　　“Nanoscale Quantum Electronics”

　素川靖司 ( 京都大） 

　　“Interaction and Filling Induced Quantum Phases of

　　  Dual Mott Insulators of Bosons and Fermions”

　本セッションでは原子、光を用いた量子情報や基礎物理に関する講演が４

件行われた。

　まず、武岡氏から量子情報と通信について講演が行われた。微弱な信号か

ら情報を読み取る計測技術と実験に関し、これまで考えられていたノイズ限

界を超える量子検出器の開発が紹介された。

　続いて越野氏からは量子コンピュータに関する講演が行われた。量子情報

を伝える新しいゲート演算機構の提案がなされた。

　さらに青木氏から量子ドットと呼ばれる微細構造下における光と物質の相

Session IV  ［  2/22  09:30 - 11:50  ］ ( 座長 : 吉田健太郎 )

講演する沙川さん

講演する武岡さん

講演する越野さん

講演する谷村さん

講演する佐々さん
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互作用に関する講演が行われた。原子１個を微小キャビティに閉じ込める技術

について紹介がなされた。

　最後に、素川氏から光格子

ポテンシャルによるモット絶

縁体転移について講演が行わ

れた。イッテルビウム (Yb)

原子の異種同位体混合物を利

用し、引力系 (Boson) で断熱加熱、斥力系 (Fermion) で断熱

膨張が観測された。これら原子や量子スケールにおける物理

現象の解明が他の科学分野の研究や応用技術へとスピンオフ

することを期待する。　（文責 : 大谷 一人）

　川合 光 （京都大）

　　“GCOE における大学院教育への取り組みについて ”

　鈴木 寛 （文部科学副大臣 )

　　“ 大学院教育の現状と展望 ”

　橋本 博明 （衆議院議員）

　　“ 物理の大学院生から政治家へ ”

　楠本 正 （出光興産株式会社 先進技術研究所）

　　“ 企業から見た大学院教育に対する期待

　　－企業で活躍する自然科学系博士人材とは－ ”

　John Doyle (Harvard Univ.)

　　“US-Japan Graduate School Differences in Atomic Physics, a Very Limited View”

　「大学院教育の現状と展望」と題したこのセッションでは、本 GCOE

プログラムにおける大学院教育に対する取り組み（BIEP 制度や TRA 制

度など）について川合代表から説明があった後、4 人の招待講演者が、

それぞれの立場から見た大学院教育の現状、大学院教育への期待、大学

教員や大学院生に対する意見、メッセージなどを話された。

　鈴木文部科学副大臣は、政策決定者の立場から、日本の大学院教育に

ついて語られた。今後、高等教育の成果として生み出される新しい価値、

またそれを創造する人材（世界でトップクラスの人材）が重要になる

であろうこと、そのために高等教育を充実させる必要があること、必要

な高等教育への投資を行うために、出資者となる社会全体（国民）に広

く高等教育の意義を理解してもらう必要があること、トップ人材、また

それをうまくマネジメントをする人材を育成する必要があること、分野

の裾野を広げる必要があることなどを指摘され、政策側でやろうとして

いること、大学や社会に求めていることを語られた。大学に対しては、

Planning Session  ［  2/22  14:00 - 16:20  ］ ( 座長 : 太田隆夫 )

講演する青木さん

講演する素川さん

講演する川合さん

講演する鈴木さん

講演する橋本さん
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社会に高等教育の意義をアピールすること、社会のニーズを意識

した人材育成、教育を行うことなどを求められた。

　物理の大学院を出た後、国家公務員、政策秘書を経て国会議員

になられた橋本衆議院議員は、自分の経験をもとに、これらの職

業について具体的に語られた。どの職業も理系出身者は少ないと

のことであった。理系の研究において培われた問題解決能力は、

国政を含む様々な分野で有用なので、研究だけにこだわらず、様々

な分野に目を向け、いろいろな分野に出て活躍して頂きたいとい

うメッセージを学生におくられた。

　物理の研究で博士号を取得した後、民間企業にて研究開発を行っ

てこられた楠本氏は、企業が求める人材（博士）とはどういうも

のか、企業は博士にどういう期待をしているのかということにつ

いて語られた。企業における研究では、利益を出して経営に寄与

する必要があるなど、大学における基礎研究と要求が異なる部分

もあるが、研究開発を行うために必要な基礎的能力は同じであり、

博士号取得者というのは、そういう基礎能力を当然身に付けてい

るものと期待しているということであった。多くの場合、大学で

行ってきた研究とは違う分野の研究を行うことになるが、異分野の研究にも適応し、自立的、自律的、主体的、

挑戦的に行動していける人材を求めているということであった。

　ハーバード大学教授の John Doyle 氏は、アメリカと日本の大学院を比べ、同じところ、違うところについて

述べられた後、アメリカの大学に日本からやってくる学生の比率が年々低下していることについて語られた。質

疑応答では、この点について、日本の学生の内向き志向が原因であるという意見や、国際性を身につけるために

留学を奨励する必要があるという意見、日本の大学の研究水準が上昇したのでアメリカに出ていく必要がなくなっ

ただけであるという意見など、様々な意見が出て議論が行われた。アメリカでは、というと、アメリカから外国

へ留学する人の割合は非常に少ないということであった。

　大学の研究、教育環境は、社会によって支えられており、社会に対して成果、人材を送り出していくことを期

待されている。大学外にいる人の視点から語られたこれらの講演は、大学構成員（教員や院生）にとって、社会

と大学、また自分自身の今後のあり方について考えるよい機会になったのではないかと思われる。（文責 : 戸田 亮）

　　　　　●パネリスト●

　　　　院生

　　　　　高江恭平 ( 相転移動力学研究室 )

　　　　　酒向正己 ( 原子核・ハドロン物理研究室 )

　　　　　阿南 徹 ( 附属天文台 )

　　　　教員

　　　　　前野悦輝 ( 固体量子物性研究室 )

　　　　　谷森 達 ( 宇宙線研究室 )

Student Session  ［  2/22  16:50 - 18:20  ］ ( 座長 : 谷 峻太郎 )

講演する Doyle さん

院生セッションの様子

講演する楠本さん
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　大学院生が自ら企画、運営したこのセッションでは、“ 学生から聞きたい 研究の現場と将来 ” と題し、パネル

ディスカッション形式での議論を行いました。谷峻太郎さん ( 光物性研究室 ) が司会を担当し、大学院生側から

は高江恭平さん ( 相転移動力学研究室 )、酒向正己さん ( 原子核・ハドロン物理研究室 )、阿南徹さん ( 附属天文台 )

の 3 名、教員側からは前野悦輝教授 ( 固体量子物性研究室 )、谷森達教授 ( 宇宙線研究室 ) の 2 名が登壇しました。

学生が用意した “ 学生に求めるもの ”、 “ 学生の企業就職 ”、 “ 京大の大学院教務について ”、“ 留学後の将来設計に

ついて ” の四つの質問を中心に、会場全体で活発な議論が行われました。教員と大学院生との意識のギャップを

狭める良い機会になったと思います。　（文責 : 磯部直樹）

　志垣賢太 ( 広島大 ) 

　　“High Energy Density QCD Frontier at LHC-ALICE”

　仲野英司 ( 高知大 ) 

　　“Status of QCD phase structure and critical dynamics”

　水の温度や密度を変えると水蒸気や氷に相転移するように、原子核の基本

構成要素である陽子、中性子などの強い相互作用を行う粒子 ( ハドロン ) を

高温や高密度状態にすると様々な相転移を起こすと考えられています。高温

高密度状態では陽子中性子に閉じ込められているクォーク、グルーオンが解

放され自由に動き回るクォークグルーオンプラズマ (QGP) への相転移が起き

ると考えられています。この相転移はビッグバン直後の数マイクロ秒の宇宙で起きたと考えられています。

　志垣氏の講演ではこの QGP を作り出す粒子加速衝突実験の最新

の結果について講演されました。衝突によって出てくる光の解析

から衝突初期では 2 兆度を超える温度の QGP 相が実現したと考

えられています。これからの精密実験により QGP の性質が明らか

になってくるでしょう。また、仲野氏の講演ではこの QGP の理論

的現状について講演されました。理論的に様々な相や現象が予言

されておりこれからの実験で検証されていくと期待されます。理

論、実験の両方の今後の発展が非常に楽しみです。

                                                                           （文責 : 日高義将）

　松田祐司 ( 京都大 ) 

　　“Exotic superconducting states in heavy fermion compounds”

　笠 真生 (University of California, Berkeley)

　　“Ten-fold classification of topological insulators and superconductors”

　細道和夫 ( 京都大 ) 

　　“Recent Developments in Superstring Theory”

Session V  ［  2/23  09:30 - 10:40   ］ ( 座長 : 松本 剛 )

講演する志垣さん

講演する仲野さん

Session VI   ［  2/23  11:00 - 12:45   ］ ( 座長 : 瀬戸直樹 )

講演する笠さん
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　本セッションでは、物性物理学と素粒子物理学という異なる

2 つの分野における先端的研究について講演が行われた。松田

氏は、磁場中での実現が期待されながら、実験的には長い間実

現の確証が得られなかった FFLO 超伝導状態について、重い電

子系 CeCoIn5 において実現の確証が得られたことを話された。

笠氏は、ハミルトニアンの対称性と系の次元によって、どのよ

うなトポロジカル絶縁体が実現されるのかを分類し、同じ方

法で、超弦理論に登場する D ブレーンの分類も行うことがで

きることを話された。細道氏

は、物質の基本単位として弦を考えるという超弦理論の現状について講演され

た。超弦理論における D ブレーンとはどのようなものかということを、具体的

な例をあげて説明された。素粒子物理と物性物理という一見異なる分野のもの

が、同じ方法でクラス分けできるというのは非常に興味深い。両分野の研究者

の協力によって、今後さらなる発展がもたらされることが期待される。

                                                                                                              （文責 : 戸田 亮）

　John Doyle (Harvard University) 

　　“Cold Molecules: From the Big Bang to Biology”

　Glenn C. Paquette (Kyoto University) 

　　“From Statistical Mechanics to Climate Science”

John Doyle

Cold Molecules: From the Big Bang to Biology

Cold atoms can be used as systems to probe certain properties like, for example, quantum magnetism. 

Since a molecule is just atoms with extra degrees of freedom and the Universe is made of molecules (like 

oxigen, nitrogent, etc.), one can consider hot atoms, cool them, using, for example, a buffer gas cooling, 

and generate cold molecules which can be used to study certain properties relative to the formation of 

the Universe, like, for example, the Matter/Antimatter asymmetry present in the Universe. One possible 

reason for such assymetry is the microscopic time-reversal (T) violation. One way of shown some evidence 

for such a T-violation using cold molecules consists in searching for the existence of an electric dipole 

momentum of the electron (eEDM). The observation of non-zero eEDM would be an evidence of CP-violation 

in the lepton sector. The existence of an eEDM directed along the spin of a particle implies non-invariance 

under parity and time-reversal. Thus, the search for an eEDM can have very important consequences in 

the understanding of  Matter/Antimatter asymmetry  in the Universe. However, the use of cold molecules 

can also have implication in medicine, since if one is able to cool “large” molecules it will be possible to 

distinguish them and study possible diferences between the observed spectra in different persons.

講演する Doyle さん

Session VII   ［  2/23  15:00 - 16:10   ］ ( 座長 : 野村英子 )

講演する松田さん

講演する細道さん
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Glenn Paquette

From Statistical Mechanics to Climate Science

The theoretical framework of equilibrium thermodynamics 

is basically a formalism for describing the way in which 

thermal and mechanical forms of energy are converted 

into one another in processes that connect equilibrium 

states. Glenn Paquette proposed a way of constructing a 

thermodynamic theory of non-equilibrium steady states 

in a form that mimics that of the equilibrium theory. A program in which the theory of non-equilibrium 

phenomena is organized in terms of a free energy is proposed. Based on some minimal assumptions, the 

lowest order form of such a quantity is formulated and it is found that variation of this quantity yields 

behavior consistent with established results.　（文責 : Alberto Martinez Torres）

講演する Paquette さん

ポスターセッションの様子
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　山本 潤 （京都大）

　　“ シンポジウム総括 ”

　川合 光 （京都大）

　　“ ポスター賞授与 ”

　シンポジウムの最後に山本氏より総括があり、続いて、

参加者の投票に基づいて選ばれたポスター賞受賞者の発

表がありました。受賞された学生・ポスドク研究員には、

ポスター賞として小林誠先生のサイン入り著書「消えた

反物質」が、川合代表より贈呈されました。受賞者の方々

と発表題目は以下の通りです。

　
　
　郷田 創一朗　　“Study of in-medium chiral condensate beyond linear density based on chiral 
                            perturbation theory in nuclear matter”
　Sandhaya Koirala　　“Temperature dependence of decay time due to excitons bound by oxygen
                                     vacancy in Cu2O”
　酒谷 雄峰　　　“Entropic formulation of relativistic continuum mechanics”
　松岡 広大　　　“Muon monitor in an accelerator neutrino experiment”
　佐藤 大輔　　　“Novel ultrasoft fermionic mode in QED/QCD plasma at high temperature”
　磯山 総一郎　　“Back reaction effects on overcharging a static black hole by a charged particle”
　森津 学　　　　“Xi-Hypernuclear Spectroscopy at J-PARC”
　金澤 輝代士　　“Conditional Expectation and its application to stochastic Liouville equation”
　奥村 純　　　　“SN Ia Rate Dependence on Host Galaxy Properties in Subaru SXDS and Implications 
                            for Delay Time Distribution”
　西原 大志　　　“Nonequilibrium fluctuation of photo-induced phase under steady light irradiation
　　　　　　　　  in the spin crossover complex”

ポスター賞表彰式の様子

賞品の本には著者でノーベル賞受賞
者である小林誠さんのサイン入り

ポスター賞の賞状と賞品

まとめ  ［  2/23  16:10 - 16:30  ］ ( 座長 : 田中貴浩 )

懇親会の様子

ポスター賞受賞者　発表題目
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　今年で３回目となる PD 研究員による 2010 年度の研究成果発表会が 2011 年 3 月 7 日に理学部 5 号館第 4
講義室で行われました。レーザー、医療応用、低温、ハドロン、非平衡、ブラックホール、宇宙観測の分野の最
前線で活躍する理論及び実験の若手研究者 8 名による発表会で、今年度は、発表者 8 名のうち 6 名が 4 月から
新たな大学、研究所に旅立つため、この約 2 年間の研究成果のまとめとなる発表会になりました。ほとんど絶
対零度に近い低温でのヘリウムの量子固体の研究から 2 超度を超える宇宙初期に実現したと考えられるプラズ
マの研究、10-15m の極微小の世界の研究から数億光年先の宇宙の彼方から飛んでくる X 線を観測する研究とい
う非常に幅広いスケールの研究発表が行われ、若手研究員による分野を横断した活発な議論が行われました。

　Program

　　■  日時：平成 23 年 3 月 7 日 ( 月 ) 13:20 - 16:20
　　■  場所：5 号館第 4 講義室 

　　13:20   Kazuto Otani

　　　　　 Cfficient laser-proton acceleration from locally metal coated polyethylene foil

　　13:40   Shigeto Kabuki

　　　　　 Study of 3D Reconstruction Method for Electron-Tracking Compton Camera

　　14:00   Ryo Toda

　　　　　 A role of 3He atoms for NCRI response of solid 4He

　　14:20   Norichika Sago

　　　　　 Cross-cultural comparison between black hole perturbation and post-Newtonian theory

　　14:40   Break

　　15:00   Naoki Isobe

　　　　　 Longterm X-ray observation of blazars with MAXI

　　15:20   Hidetoshi Morita

　　　　　 Spatio-temporal pattern in a conservative dynamical system

　　15:40   Yoshimasa Hidaka

　　　　　 Soft modes in QED/QCD plasma at high temperature

　　16:00   Alberto Martinez Torres

　　　　　 Few-body systems made of kaons

PD研究員成果報告

ＰＤ委員会　委員長　川上則雄
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　超高強度短パルスレーザーと物質の相互作用と、そ

こから発生する粒子線の研究を行っています。物体に

光を照射した場合、光電場によって物体内に存在する

電子は単振動を行います。しかし極めて高い強度 ( ≧

1018 W/cm2) のレーザー光を物体に照射すると、電子

が光の電磁場による圧力を受け、光軸方向に加速され

るようになります。この光圧力によって相対論的速度 

( β > 0.9) を得た高速電子が物体から放出されます。

チャープパルス増幅法と短パルスレーザー技術の進

歩によって、比較的小規模のレーザー装置でもこのよ

うな超高強度の光場を１兆分の１秒に満たないほどの

瞬間において実現することが可能となります。こうし

た超高強度短パルスレーザーを固体薄膜に照射した場

合、加速・放出された電子群と後に残ったイオン間に

シース電場と呼ばれる強い電場勾配が局所的に生じま

す。シース電場の形成によって高速電子は後方に減速、

もしくは引き戻され同時に様々な光（X 線など）が発

生します。またレーザーによって加熱された物体はプ

ラズマ化し、プラズマとレーザーの相互作用によって

様々な種類の電磁波が発生すると考えられています。

　固体薄膜の表面に付着した水や炭化水素を起源とす

る水素イオンは高速電子によって形成されるシース電

場で加速を受け、数 MeV のエネルギーを持った陽子

線として薄膜鉛直方向に放射されます。このレーザー

生成陽子線は比較的規模の小さなレーザー装置によっ

て生成が可能であり、医療、産業、研究用の小型粒子

線源への応用が可能な小型加速器としての役割が期待

されています。これらの応用に向け、エネルギー、単

色性、輝度、指向性といった観点から品質の高い陽子

線ビームを生成することが求められており、高品質イ

オンビーム生成手法の開発にむけたシース電場のさら

なる理解が求められます。我々は化学研究所の T6 レー

ザーを使い、高エネルギー電子や陽子の発生実験、ま

たそれらを使った応用技術の探求を行っています。

超高強度レーザーと粒子線発生実験

大谷 一人
化学研究所　レーザー物質科学研究室

受入教員：阪部 周二 教授

　私の研究は宇宙ガンマ線観測用の電子飛跡検出型コ

ンプトンカメラを医療用に応用し、創薬、診断、治療

の分野に貢献することです。

　近年、世界的にがんによる死亡率は増加しています。

このため多種にわたる高水準のがん医療が各国で求め

られています。その中でも放射性薬剤を用いた診断や

治療、また粒子線を用いた治療は、手術の必要が無い

上、ピンポイントで治療できることから非常に期待さ

れています。しかし問題もあります。放射線や粒子線

を用いる以上、被爆のリスクを考慮しなくてはいけま

せん。現在の放射性核種を用いた薬剤はガンマ線のエ

ネルギー計測可能範囲が狭いために、薬剤の機能に合

電子飛跡検出型コンプトンガンマ線カメラの医療応用

 株木 重人
物理学第二教室 宇宙線研究室

受入教員：谷森 達 教授
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　私たちの身の回りにある物質は、1cc あたり 1022

個というような膨大な数の原子（原子核と電子）に

よって構成されています。このような膨大な数の粒

子からなる系の状態は、その温度によって大きく変

わります。高温では乱雑な熱運動が系を支配してい

ますが、低温では熱運動が抑えられ、構成粒子間

の相互作用によって決まる秩序状態への転移が起

こります。水蒸気が水、氷へと変化するのもその

一例です。

　低温まで同種粒子同士の交換がおこる系（波動関

数の重なりがある系）においては、粒子間の相互

作用に加えて、粒子がフェルミオンであるか、ボソ

ンであるかという量子統計性の違いが秩序状態の

形成にとって重要になります。このような系の代

表例として金属中の電子や、ヘリウム原子の系が

あり、超伝導、超流動のような量子効果がマクロ

に現れた秩序相への転移が起こります。私は、主

にヘリウム原子の系（液体および固体）を用いて、

超流動状態を始めとした量子現象の実験的研究を

しています。

　絶対零度まで安定に液相を実現できるヘリウム原

子の系は、理論モデルとの比較が容易な、不純物の

ない理想的な量子液体の実験対象です。量子統計性

の異なる二種類の同位体（3He と 4He）が存在するた

め、フェルミ系、ボース系、フェルミ - ボース混合系

における物理一般を研究することが可能です。この

ため、1908 年に達成されたヘリウムの液化以来、様々

な研究が行われ、基礎物理の発展に貢献してきまし

た。長年の研究により、様々なことが明らかにされ

てきましたが、現在でも固体 4He の超流動固体的応

答などの新しい現象が報告されています。これは固

体中に超流動流が存在する可能性を示唆する興味深

い実験結果で、近年精力的に研究が行われています

が、まだその全貌は明らかになっていません。また、

この不純物のない系をベースとして、人為的に不純

物や空間制限、次元の制限などを加えることにより、
3He（フェルミ系）、4He（ボース系）における不純物

効果、空間サイズ効果、空間異方性の効果、次元の

違いによる効果などを明確にしようとする研究など

も行われています。

わせた最適な核種の選択が出来ず患者の負担が増大し

てしまうこと、また治療においても正確な位置をリアル

タイムにモニターできないことが問題となっています。

　私達が開発している医療用電子飛跡検出型コンプト

ンガンマ線カメラはもともと宇宙ガンマ線観測用に開

発されているもので、コンプトン散乱事象を正確に捉

えることにより、広視野、広エネルギー計測範囲、少

ノイズを実現した次世代ガンマ線カメラです。このカ

メラは従来の医療用ガンマ線カメラにくらべ、エネル

ギーの制限が無いため新薬開発の幅が劇的に広がり、

このため薬剤を最適化でき、被爆を減らすことが可能

です。また、放射線治療時に正確な照射位置をリアル

タイムにモニターすることによって、正常組織の被爆

を減らすことも可能です。現状では、私達は原理実証

に成功し、新規の試薬の開発や陽子線照射のリアルタ

イムモニターに成功しています。

　今後は、従来の医療ガンマ線カメラの空間分解能や

検出効率を追い越すための開発を続け、新しい創薬、

診断、治療等の横断的な医療を可能にし、飛躍的にが

ん医療の分野が進展させることを目標にしています。

微量 3He を含む 4He 固体のねじれ振り子と
NMR の同時測定

戸田  亮
低温物質科学研究センター

受入教員：佐々木 豊 准教授
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　重力多体系とは、重力でのみ相互作用する多数の粒

子からなる系のことである。太陽系に代表される惑星

系、星団、銀河、多数の銀河の集まりである銀河団等、

宇宙には重力多体系で良く記述される天体が多い。そ

のため、重力多体系問題は天体物理学における主要な

研究対象となっている。重力多体系問題の代表的な例

が、本稿で注目する二体問題である。

　ニュートンの重力理論において、二体問題は一体問

題に帰結することで簡単に解くことができる。一方、

一般相対論における二体問題はニュートン理論のよう

に容易ではない。これは、一般相対論では重力波放射

によるエネルギー損失が起き、定常な解が存在しない

ためである。一般相対論が提唱されて一世紀近く経っ

た現在においても二体問題は未解決であり、重要な研

究課題の一つとなっている。

　ニュートン重力理論と一般相対論における二体運動

の違いを見るため、大きな質量を持つ中心天体の周り

を楕円運動する小さな伴星 ( 例えば太陽と地球 ) を考

えてみる。ここでは、ひとまず粒子の作る重力場は考

慮せずに議論を進める。

佐合 紀親
基礎物理学研究所 宇宙グループ

受入教員：田中 貴浩 教授 

一般相対論における二体問題

　図 1a はニュートン重力における粒子の運動を表し

ている。ニュートン重力では楕円軌道は閉じていて、

近点 ( 粒子が中心天体に最も近づく地点 ) は固定され

ている。一方、一般相対論では楕円軌道はもはや閉じ

ておらず、近点が徐々に移動していく ( 図 1b)。この

効果は水星の近日点移動の観測から直接評価すること

ができる。実際の観測値は理論値と良く一致すること

が示されている。

　ところで、最初に粒子自身の重力場は無視すると述

べたが、実際には粒子の自己場も運動に影響を及ぼす。

図 1c は自己場の影響を含めた軌道の進化を表してい

る。近点移動の補正に加えて、重力波放射によりエネ

ルギーを失って軌道が徐々に縮んでいる。太陽系のよ

うに重力場が比較的弱い場合には、自己場の影響は非

常に小さく無視できる。しかし、白色矮星や中性子星、

ブラックホールのような強い重力場を伴うコンパクト

天体で構成される連星を考える場合には、自己場の影

響も考慮に入れないと運動を正しく記述できなくなる。

　コンパクト天体連星系は宇宙に多数存在していると

考えられており、世界各地で開発が進められている重

力波検出器の主要なターゲッ

トとして期待されている。こ

のような系から放出される重

力 波 を 直 接 観 測 す る た め に

は、波源の運動と重力波波形

の 理 論 的 予 言 が 不 可 欠 で あ

り、二体問題の理解はその根

幹をなす。現在、重力波観測

の実現に向けて、数値相対論、

ポストニュートン法、ブラッ

クホール摂動法等の手法を用

いた一般相対論的二体問題の

研究が広く行われいる。

図 1 楕円軌道。黒円は中心天体、赤点は伴星、青破線は軌道を表す。図中の近点移動、
軌道収縮は見やすくするため大きく描いてあるが、現実に観測される値は非常に小さい。
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全天 X 線監視装置 MAXI による活動銀河核ジェットの
長期観測

磯部 直樹
宇宙物理学教室

　受入教員 : 上田佳宏 准教授

　我々の銀河を含むほぼすべての銀河の中心には、そ

の質量が太陽の 106-109 倍にも達する巨大なブラック

ホールが存在します。その中でも、激しく活動してい

る巨大ブラックホールは活動銀河核と呼ばれていま

す。約一割の活動銀河中心核は、ジェットと呼ばれる

超高速のプラズマ流を噴出しており、特にそのジェッ

トが我々の方向を向いている場合には、ブレーザーと

呼ばれています。ブレーザーでは、ジェットの速度が

光速に近いことによるビーミング効果でジェットの放

射が強調されるため、中心の巨大ブラックホールの明

るさを遥かに凌いでいます。ジェットの中では粒子が

非常に高いエネルギーまで加速されており、その粒子

からの放射が X 線を含むあらゆる波長帯域で観測さ

れています。ブレーザーの大きな特徴の一つに、その

明るさが激しく変動することがあります。特に、数日

かそれよりも短いタイムスールで爆発的な増光をす

ることがあり、この現象はフレアと呼ばれています。

このような光度変動の様子を詳しく分析することで、

ジェットの物理量を推定することができます。

　そこで私は、全天 X 線監視装置 MAXI を用いて、ブ

レーザーの長期 X 線監視観測を行っています。MAXI

は、2009 年夏に国際宇宙ステーションに搭載された

X 線観測装置です。観測開始からまもなく 2 年が経と

うとしており、今も順調に全天を観測し続けています。

MAXI は、全天を監視する X 線観測装置としては史上

最高の感度を持っているため、ブレーザーの時間変動

の追跡には、理想的な装置です。私は MAXI チームの

一員として、MAXI の運用や装置のキャリブレーショ

ンなどに日々尽力してきました。

　 図 1 ( 上 ) に、MAXI が 2009 年 9 月 か ら 2010 年 3

月 ま で の 7 ヶ 月 間 に 観 測 し た Markarian 421 ( 通 称

Mrk 421) とブレーザーの X 線光度曲線 (Isobe et al. 

2010) を示します。Mrk 421 は、約 4 億光年の彼方に

存在する、ブレーザーの代表格です。これまでも盛ん

に観測が行われており、X 線フレアもしばしば報告さ

れてきました (Donnarumma et al. 2009 など )。MAXI

による光度曲線からも、Mrk 421 の X 線光度が激しく

変動している様子がよくわかります。図 1( 下 ) に示

したように MAXI は 2010 年 1 月 1 日と 2 月 17 日に

Mrk 421 の巨大な X 線フレアを発見し、いち早く全世

界に通報することに成功しました。特に、2 月 17 日

のフレアの際の Mrk 421 の X 線強度は、MAXI 以前の

観測と比べてはるかに大きく、史上最大の X 線フレ

アであることがわかりました。さらに、このフレアに

伴って、Mrk 421 は一か月以上も活発な状態が続いた

ことがわかりました。この結果は、常に全天を見張り

続けている MAXI が、ブレーザーの観測に非常に有効

であることを示しています。

図 1. ( 上 ) 2009 年 9 月から 2010 年 3 月の間に MAXI
が観測した Mrk 421 の 2-10 keV の一日平均の X 線光
度曲線。点線は、かに星雲の 1/10 の X 線光度を表す。
( 下 ) 矢印で示した時期の光度曲線を拡大し、6 時間平均で示
したもの。MAXI が検出し、全世界に通報した二つの巨大な
X 線フレアを縦の矢印で示した。
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　平衡から遠く離れた系は，時間的変動と空間的パ

ターンとが絡み合い，様々な時空パターンを示します．

これは味噌汁から黒潮の流れまで，日常にもありふれ

た現象です．

　この 30 年程の非線形動力学の研究により，これら

多様な時空パターンが，巨視的なスケールでは比較的

少数自由度の力学系として記述できることが分かって

きました．一方，これらの系は，微視的なスケールでは，

多数の要素（分子等）が複雑に相互作用する多体系で

あり，全系を考えれば保存大自由度力学系として記述

されます．このように，記述のレベルによって，同じ

現象が異ったダイナミクスで表されます．

　巨視的な現象と微視的な大自由度力学系とを整合的

に繋ぐのが統計力学です．完成している平衡状態だけで

なく，平衡から比較的近い非平衡状態についても，多く

の一般的成果が得られています．しかしながら，時空パ

ターンを示すほど強い非平衡系でのミクロ・マクロ関係

については，一般論どころか，議論の土台となるべき具

体的なモデルすらほとんど見つかっていません．

　この現状を打開するために，一般論は一旦棚上げし，

叩き台となるべき，巨視的な時空パターンを示す微視

的モデルの具体例を数多く見出すことが必要と考えて

います．私は，次の二つの系においてこのような時空

パターンを発見しました．

　一つは，二次元流体系です．木星の大赤斑や黒潮の流

れなどの巨視的な定常流が，二次元 Euler 方程式に統計

保存力学系における集団的時空パターン

森田英俊
物理学第一教室 非平衡物理学研究室

受入教員：武末 真二 准教授

　ジェットの活動には、磁場が重要な役割を果たして

いると考えられています。そこで、MAXI のデータか

ら Mrk 421 のジェットの磁場を推定してみましょう。

Mrk 421 の場合、ジェットの中で出来た高エネルギー

の電子がジェットの持つ磁場によってシンクロトロン

放射を放出しながら冷却されることで、フレアが減衰

すると考えられます。この時、磁場が強ければ減衰が

より早くなります。したがって、フレアの減衰時間を

測定すればジェット中の磁場が推定できます。MAXI

のデータから、2010 年 1 月 1 日のフレアの減衰時間

は約 7 時間と測定できました。この減衰時間をシン

クロトロン放射の冷却時間と比較すると、Mrk 421 の

ジェットの磁場は約 0.045 ( δ /10)-1/3 G となりました。

こでは、これまでの研究で示唆されていた磁場の強

さ (0.036 – 0.55 G ; Kino et al.) と矛盾のない値でした。

ここで、δはジェットのビーミングの強さを表すビー

ミング因子です。一方、2 月 17 日のフレアが減衰す

るには約 1 日半もかかりました。これに対応する磁場

の強度はわずか 0.015 ( δ /10)-1/3 G で、これまでの観

測よりもかなり小さくなってしまいました。このこと

から、2 月 17 日のフレアのような巨大なフレアの減

衰時間はシンクロトロン放射の冷却時間よりも長く、

実はいくつものフレアが重なり合って巨大になったの

ではないか、と考えています。 このような、巨大な

X 線フレアの生成機構を明らかにするため、今後とも

MAXI による監視観測を続けていく予定です。

Reference:
Donnarumma et al., 2009, Astrophysical Journal, 691, 

L13-L19

Isobe et al., 2010, Publications of the Astronomical Soci-

ety of Japan, 62, L55 – L60

Kino et al. 2002, Astrophysical Journal, 564, 97 - 107
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　私の専門分野は極限状態のハドロン物質の性質に

ついての研究です。ハドロンというのは陽子や中性

子を含む強い相互作用をする粒子の事で、それらの

典型的な大きさは 10-15m という非常に小さなもので

す。この小さな世界のハドロンは量子色力学 (QCD)

という理論で記述されます。その理論によるとハド

ロンは「色」と呼ばれる電荷を持ったクォークとグ

ルーオンという粒子が集まってできています。陽子

や中性子はこの色が混ざり合って「無色」になるよ

うな状態です。我々の世界で観測されている状態は

すべて「無色」で色を持ったクォークやグルーオン

は直接観測されていません。これを「色の閉じ込め」

といいます。また、陽子や中性子を構成している

クォークは陽子や中性子の 1/200 から 1/100 程度の

質量で、グルーオンは質量を持っていません。なぜ

陽子や中性子はクォークの 100 倍以上の質量がある

のでしょうか？これはクォークの質量がゼロの極限

では、QCD はカイラル対称性という対称性を持って

いますが、我々の世界では「カイラル対称性の自発

的対称性の破れ」が起こり、その結果、陽子や中性

子に質量を与えたためだと考えられています。

　では、超高温や超高密度の極限状態にすると「 色

の閉じ込め」 と「カイラル対称性の自発的対称性の破

れ」にどのような変化があるでしょうか？ 通常の物

質、例えば、水が温度、密度を変化させると水蒸気、

氷といった様々な状態に相転移するようにハドロン

物質も高温高密度にいくと相転移を起こすのでしょ

うか？この問題を解決するのが私の研究の大きな目

的です。

　理論的には超高温状態 ( 約２兆度 ) になると「色

の閉じ込め」が解放され、また「カイラル対称性の

自発的破れ」が回復したクォークやグルーオンが自

由に飛び回るクォークグルーオンプラズマ相への相

転移がおこると考えられています。宇宙はビッグバ

ン直後の数マイクロ秒にこの相転移を経験したと考

えられており宇宙の進化を考えるうえでもこの相転

移は重要です。実験では、米国ブルックヘブン国立

研究所や欧州原子核研究機構での重イオン衝突実験

で高温高密度状態が実現されるようになり、相転移

の有無や性質が確かめられるようになってきました。

また、超高密度状態については中性子星の内部など

で実現していると考えられ、そこでの状態としてカ

ラーによる超電導状態や超高密度の閉じ込め物質が

提唱されています。

日高 義将
物理学第二教室  原子核理論研究室

受入教員：国広 悌二 教授

力学を適用したときの「平衡」状態として記述されるこ

とが知られています．これに対し，系をその定常流から

遠ざけてゆくと，正負の渦がペアとなって運動してゆく

時空パターンを示すことを新たに発見しました．

　もう一つは，抽象的な大自由度ハミルトン力学系で

す．これはスピン模型の拡張で，統計力学で平衡状態

が与えられます．これに対し平衡から遠く離れた初期

条件を与えると，ほぼ一様に乱れた状態から，時間的

に振動するある波数をもった空間パターンが現れるこ

とを新たに発見しました．

　これらはいずれも低次元散逸力学系で特徴的な現れ

方をします．つまり，微視的には大自由度保存力学系

にもかかわらず，巨視的な低自由度散逸力学系の構造

を持っています．そのため，ダイナミクスのミクロ・

マクロ関係を考える上での足掛かりとなる，大きな意

味を持つと考えています．

極限状態のハドロン物質
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Two-body meson-baryon and meson-meson sys-
tems, as for example, anti-KN , πΣ , πΛ , πN, ππ, 
K anti-K , πη , etc., have been studied extensively 
using unitary chiral dynamics and dynamical 
generation of many baryon and meson reso-
nances in these systems has been found, for 
instance, the Λ(1405), Λ(1520), N*(1535), etc., 
in the baryon sector and the f0(980), a0(980), 
σ(600), etc., in the meson sector. It has also 
been found that all these states contain impor-
tant meson-baryon and meson-meson com-
ponents, respectively, in their wave functions, 
which play an important role in the description 
of their physical properties. Since the interac-
tion in such two-body systems is strongly at-
tractive, it seems plausible to anticipate that the 
addition of one more meson or baryon could 
lead to the generation of new states in which 
case the interaction of the three particles could 
be determinant in understanding some ex-
perimental findings. Some existing resonances, 
which can be strongly expected to be examples 
of such situation, are the  N*(1710), which de-
cays with 40-90 % branching ratio to ππN  and 

with 10-40% for that ππN system in which the 
π-π interaction is in s wave, with isospin zero. 
The Σ(1660), which shows up as a clear signal 
in the reaction K−p →π0π0Σ0. Also, recently, a new 
meson resonance, φ(2170), has been found by 
BABAR and BES in the e+e−→φ f0(980) and J/ψ
→ηφf0(980) reactions with quantum numbers 
1− −. Therefore, a study of two meson and one 
baryon systems, like ππN, ππΣ , π anti-K N, etc., 
and three-meson systems like, φππ, φK anti-K, 
K*πK, etc., could shed light in the understand-
ing of the properties of states like the N*(1710), 
Σ(1660), φ(2170), etc.

With this motivation, we have extended the two-
body chiral studies to those three-body systems 
in which the Faddeev equations are solved us-
ing, as input, the two-body chiral t-matrices 
which are calculated by solving the Bethe Sal-
peter equation in the coupled channel approach 
for each of the different pairs of the three-body 
system.

Study of few-body hadronic systems

 Alberto Martinez-Torres
Affiliation : Yukawa Institute for Theoreteical Physics

Host Scientist : Daisuke Jido (Assistant Professor)

　これら極限状態のハドロン物質の性質はだんだん

明らかになってきていますが、まだまだわからない

事がたくさんあり、これからの理論的、実験的発展

が期待されています。



物理学第二教室・高エネルギー物理学研究室
高橋将太
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■    「星形成過程の研究」の現状について教えてください。

　初期の宇宙はほぼ一様で、宇宙マイクロ波背景放射（CMB）の海の中のわずかな物質の密度の揺ら

ぎしか存在せず、天体はまだありませんでした。しかし、その状態から我々が現在観測しているような

星、銀河をはじめとする様々な階層の天体が誕生してきました。その間にどのような過程により天体が

形成、進化してきたのかについて理論的側面と観測的側面から研究が行われています。

　理論的には、宇宙初期の条件から、星や銀河、ブラックホールができるシナリオを考え、それを数値

計算などで確かめたりしています。現在は、宇宙誕生から第一世代の星が形成・進化し、超新星爆発で

最初の重元素が生成されるあたりまではだいたい分かってきました。今回の受賞対象となった研究は、

第一世代星の形成過程を考察し、その結果どのような星ができるかを解明したものです。今後は、その

後の第二世代、第三世代の星や、さらには銀河中心に存在する巨大ブラックホールがどのように形成さ

れてきたか、また１個の星ではなく、たくさんの星が集まった銀河がどのように形成されてきたかまで

解明することが研究の主な対象となって行くでしょう。

　一方、観測的には、近年、宇宙誕生からわずか数億年の天体が次々と発見されており、現在見つかっ

ている一番遠い天体は宇宙誕生から６億年くらい頃の銀河です。また、数年後にはジェームズ・ウェッ

ブ宇宙望遠鏡（JWST）や 30m 大望遠鏡などの次世代観測機器が稼働を始めるので、さらに宇宙誕生

直後の天体の姿が明らかとなるでしょう。

　我々が理論的に研究しているような宇宙初期天体は当面はまだ観測できないのですが、将来的には、「宇宙

ニュース

大向一行准教授が
文部科学大臣表彰若手科学者賞受賞

　天体核研究室の大向一行准教授が「宇宙初期の星形成過
程の研究」で平成 23 年度科学技術分野の文部科学大臣表
彰若手科学者賞を受賞されました。この賞は萌芽的な研究、
独創的な視点に立った研究など、高度な研究開発能力を示
す顕著な研究業績をあげた 40 歳未満の若手研究者に対して
文部科学省から与えられる賞です。今回は受賞理由である

「宇宙初期の星形成過程の研究」を中心に大向さんにお話を
伺ってきました。大向一行准教授
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誕生」から出発して構築された理論を、「現在」から時間をさかのぼった観測が直接検証できるようになり、宇

宙の歴史の理解がさらに深まって欲しいのですが、これには観測、理論それぞれの更なる進歩が必要ですね。

■    今回受賞された「宇宙初期の星形成過程の研究」について教えてください。

　本研究では、宇宙最初の星がどのようにして形成されたのか、また第 2 世代以後の星形成の際に重

元素が存在する場合は形成過程がどのように異なるのか理論的に計算しました。

　宇宙最初の星形成の際の初期条件は CMB の温度揺らぎの観測から良くわかっていますので、それを

利用することができます。温度揺らぎは重力ポテンシャルの揺らぎと対応しているため、これは物質密

度の揺らぎということになります。この物質というのは暗黒物質とバリオンガスからなりますが、まず

暗黒物質が自己重力によって密度の濃いところに、より集まって来て、その重力によりバリオンガスも

集まってくることが知られています。そこに、星形成の物理過程として、宇宙初期に存在した元素であ

る水素とヘリウムの化学反応・放射過程と重力を取り入れつつ流体計算を数値的に行いました。宇宙初

期には、水素ヘリウムと微量の軽元素しか存在せず、これらの微視的過程は比較的単純に取り扱うこと

ができます。とはいえ、計算を可能とするためには、やはりある程度の近似は必要です。そのために、

どの過程がどの程度寄与するのかあらかじめ理解しておく必要があったので、まずは簡単なモデルを作

成し少しずつ実装していきました。

　放射冷却過程は、星形成において非常に重要な過程です。星は星間ガスが密度にして 20 桁ほど収縮

しての生まれるのですが、一般にガス

を断熱的に圧縮すると温度が上がり、

内部の圧力も上がります。同時に密度

が高くなるので、重力も大きくなるの

ですが、圧力の上昇の方が大きいため、

ガスをさらに収縮させることはできま

せん。しかし、この際、放射冷却過程

が効率的に働くと、温度の上昇が抑え

られ重力の上昇が圧力の上昇を上回る

ことができ、ガスはさらに収縮して星

になることができます。

　宇宙最初の星の形成の際には、放射

冷却は水素分子の回転遷移線により起

こります。最初の星が形成される元と

なるガス中では、水素はほぼ原子なの

ですが、その中に微量の水素分子があ

ります。この水素分子が他の粒子と衝

突して、分子の回転が励起され、その

第一世代星の収縮による星形成シミュレーションの様子、左上から順に時計回り
に中心部分を拡大した図 Yoshida, Omukai, & Hernquist (2008) , 
Science 321, 669より
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後光子を放出して元の状態に戻ります。このサイクルを繰り返しながら、ガス中の熱エネルギーを失っ

ていきます。この過程を正確に取り入れるためには、水素分子に関する化学反応、また光子の放出過程、

放出された光子の星形成雲からの脱出過程（輻射輸送）を取り扱わないといけません。特に最後の輻射

輸送過程は非常に計算量が多く難しい問題です。

　このように計算量が多い物理過程を取り扱いつつ系の進化を数値計算する際には、うまく近似して適

当に手を抜くことが大事です。何もかもを厳密に計算することは不可能ですので、最初は球対称などの

簡単な形状で、その代り輻射輸送などの微視的な過程は出来るだけ厳密に取り扱うモデルを作成します。

このモデルによる計算で、これくらいで大丈夫かなという見当を付けながら、だんだんと３次元のシミュ

レーションもできるようになりました。

　そしてついに宇宙誕生３億年後に星が誕生する過程を再現することができました（図 1）。この図は

星の赤ちゃんである原始星が生まれるところまでの計算でした。最近この原始星が周りのガスを重力的

にかき集めて成長する過程の計算が可能になり、星の最終的な質量が求まりました。これまでは太陽質

量の 100 倍から数百倍もの巨大星ができると言われていたのですが、星からの強い輻射が周りのガス

が星に流入するのを邪魔するため、実はそこまで大きくはならず太陽の 40 倍程度であるということが

分かりました。

■    いつから星形成に関する研究を始めたのですか？

　大学院の頃からです。天体核研究室では、林先生の頃からの伝統で、M1 は研究せずにひたすら物理

の勉強をすることになっているので、研究開始は M2 からです。それ以後もその延長で研究を続けて

きましたが、研究内容は宇宙の初代星からそれ以後の世代の星形成や、巨大ブラックホールの起源など

徐々に広がっています。ただ、宇宙初期の星形成過程は、余りに遠方の現象で直接観測はしばらくでき

ません。そこで物理過程として類似の点が多い近傍の星形成過程についても研究し、観測との比較を通

して、現象の理解を深めることも目指しています。

■    研究を始めるきっかけはなんだったのでしょうか？

　当時の研究室内にこの研究をしているグループがあったので、先輩たちに影響を受けて始めました。

銀河の形成過程を考えるためには、その中で最初に形成される星から考えようというアプローチで研究

していました。宇宙最初の星の形成過程に関して当時は非常に簡単なモデルの計算しかなかったので、

輻射輸送過程を流体計算と組み合わせた計算を行いました。

　もちろん重要だと思って始めたのですが、同時に若干マニアックなのではと思うこともありました。

観測も出来ず、宇宙の歴史の中でも一瞬の現象で星の数として少ないのではというのもあったし、また

当時は世界的にもそのような研究をしているグループはほとんどありませんでした。幸いなことに、そ

の後、望遠鏡や計算機の進歩などもあり、宇宙物理の中でも非常にアクティブな分野に成長しました。
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現在ではこの分野の大きな国際学会が毎年のように開催されています。このような分野に、まだ何もな

かった頃から関われてきたのは幸運であったと思います。

■   研究スタイルを教えてください。

　特にスタイルを意識しながら研究しているわけではないですが、物理学科出身なので様々な天体現象

を物理的に理解することを目指しています。そのためにまずは比較的簡単な系で物理過程を見つつ、解

析的な議論と組み合わせていくアプローチを取ることが多いように思います。とはいえ簡単なモデルで

計算して、分かったと言っても他の人はなかなか納得してくれません。やはりシミュレーションによる

綺麗な図があった方がはるかに説得力はあります。僕自身は数値計算があまり得意ではないので、大規

模な数値計算が必要な際には、それが得意な人と組んで仕事をしていますが、いずれは自分でも出来る

ようにしたいと思っています。

■   研究のおもしろい部分、つらい部分を教えてください。

　我々の宇宙やその中での天体の起源といった問題は、根本的な疑問の一つで、誰にでも普通に疑問と

して湧いてくるもの。宇宙の始まりは構造も何もないのっぺらぼうだったのが、一体どういう物理法則

により進化し、銀河などの多様な天体からなる現在の宇宙なったのか。これまでに知られていることを

勉強することも、まだ分かっていないことが自分自身の研究によってだんだん分かっていくというのも

おもしろいところです。

　大変なところはもちろんたくさんあって、多くの問題はどこから手を着けていいか分からない。あと、

宇宙初期に関しては観測がまだまだ追いつかず、観測的な制約が全くないため、理論による予言が正し

いかどうか検証できない部分も気がかりですね。観測がないのは理論家にとって何を言っても良い気楽

さはありますが、健全な科学の発展の上では、危険なことなので、心しておかないといけません。

■   今後の展望を教えてください。

　第一世代星形成はだいたい分かって来たので、第二世代星形成の計算を、母体となる雲の分裂から原

始星の進化も含めて、計算したいと思っています。第一世代の星は大質量で短寿命なため、現在の宇宙

には残存していないと思われますが、第二世代の星は低質量なものはまだ生き残っているはずです。そ

の観測結果も参考にしつつ、第二世代星形成理論を構築していきたいと考えています。

　

　他には、星形成の標準理論みたいなものはおおよそ出来上がっていますが、銀河中心にある巨大ブラッ

クホールに関しては、それがどこから来て、どうやってできたのかは全く分かっていません。大きいも

のでは太陽質量の 109 倍以上のものが、誕生後 8 億年の若い宇宙に既に存在しています。これは通常

の星の超新星爆発で出来たブラックホールがその後、周りの物質をかき集めて成長していったとも考え
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ると、成長時間が足りません。最初からそれなりに巨大な種が存在していないといけないように思え

ます。それがどのように形成されたのか？そのシナリオを今後試行錯誤しつつ構築していきたいと思っ

ています。

■   最後に、大向さん自身についてお聞かせください。普段の生活スタイルや趣味などあれば教えてく

ださい。

　普段は、家と大学を往復する生活です。平日はもちろん来ますし、土日も半分くらいは来ています。

夜は大体 9 時くらいに大学を出て、帰宅後は晩酌してから寝ます。

　趣味は旅行で最近はなかなか行けないのですが、昔は海外に長期間行ったりしました。大学院入試に

一度落ちてしまい、1 年間、かなり暇な年がありました。あれは今から思っても一番楽しい一年でした。

ほんとは勉強しないといけないと思いつつ、充電と称して春に一ヶ月くらい東南アジアに行って、鉄道

でラオスからシンガポールまで移動しました。その後はちゃんと勉強して、無事、大学院入試も終わっ

たので、バイトでお金を貯めて、今度はイスタンブールからカイロまでバスを乗り継いで中東付近の町

を回ってきました。あの辺りの町はどこも何千年の歴史があり、そのようなところを廻ると人生観が変

わるように感じました。

　ポスドクの時は 1 年間イタリアのフィレンツェに住んでいました。イタリア人には夏にひと月近く

バカンスをとる習慣があり、研究所からも人がいなくなるし、暑いし、お店も閉まって生活にも困るの

で、僕もバカンスを取ることにしました。フィレンツェから鉄道で 3 週間かけイスタンブールまでの

バルカン半島を回りながらの旅行でした。

　残念ながら、最近は昔ほど長く旅行は出来なくなりました。若い頃には世界全部の国を回ろうと思っ

ていましたが、仕事もあるしさすがに無理です。それでも今後も出来るだけたくさんいろんな場所に行

きたいと思っています。

　あと、僕は歴史や古いものが好きなので、国宝建築や重要伝統建造物保存地区（通称：重伝建）、観

音霊場巡りなどをしています。国宝建築はもともと結構見ていたのですが、院生のころに全部回ろう

と思い立って、全国に 100 箇所くらいあるうち残すは３つとなりました。

　あとは、中国の陶磁器、特に宋代前後の青磁が好きで、展覧会を見に行ったり、古美術店で買った

りしています。よく宋代の青磁の色はもはや現代では再現できず、失われた技術であると言われてい

ます。僕も若い時にその話を聞いて、技術は単調に進歩するわけではないのかと驚くとともに、憧れ

を抱いていました。今から思うとこれはやや誇張が入っていて、確かに宋代の青磁には技術的に不明

な点もあり、完全には再現できないけれども、これは多かれ少なかれ、全ての古美術品に当てはまる

ことです。古いものはその作られた時代の美意識を体現し、その時代の空気を今もまとっているかの

ようなのが、好きな点です。ただし、買う際にはちゃんとしたお店でそれなりの値段で買わないと贋

物をつかまされるので注意。
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板垣直之准教授が
文部科学大臣表彰若手科学者賞受賞

ニュース

　2011( 平成 23) 年 4 月、基礎物理学研究所の板垣直
之准教授が平成 23 年度文部科学大臣表彰若手科学者賞
を受賞しました。この賞は、萌芽的な研究、独創的視
点に立った研究等、高度な研究開発能力を示す顕著な
研究業績をあげた 40 歳未満の若手研究者に与えられる
ものです。今年度は板垣准教授を含めて 82 名の方々が
受賞されました。

平成 23 年 4 月 25 日に基礎物理学研究所で行われ
た祝賀会前の様子

図 左側：
原子核のエネルギースペ
クトルとそれらの状態を
分類したもの。
図 右側：
その幾何学的クラスター
状態を三次元的に描いた
もの。

　板垣准教授が受賞された内容は、「中性子過剰原子核における幾何学的クラスター構造の理論研究」

というテーマです。比較的軽い原子核の励起状態にあらわれる多彩な核構造のうち、中性子過剰原子核

において幾何学的なクラスター構造の安定性について理論的に研究をされました。

基礎物理学研究所・原子核グループ
古本猛憲
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　通常、原子核は核子（陽子と中性子）から構成されているため、それらの核子が原子核の中で

独立な運動を行うと考えられています。一方で、原子核の励起状態では、陽子２個と中性子２個

によって構成されるα（4He 原子核）粒子が種となったαクラスター状態が発達することが知ら

れています。これまで板垣准教授は、その原子核の励起状態におけるクラスター構造の研究を自

然界に多く存在する原子核（一般に安定核と呼ばれるもの）やβ崩壊を起こす不安定な原子核（一

般的に不安定核と呼ばれるもの）に対して研究をされてきました。

　これまでの板垣准教授の研究成果では、安定核と比べて中性子を多く持つ不安定核において、

その余剰中性子が “ 糊 ” 的な役割を果たすことによって、これらのαクラスターの幾何学的な配置

が安定な状態になることを示すことができました。具体的には、炭素原子核の同位体では３αの

正三角形構造や直線配位、酸素原子核の同位体では４αの正三角錐構造が安定化することを示し

ました。

　さらに板垣准教授は、その励起状態を分類・分析するために原子分子で用いられる分子軌道法

を適用しました。そして励起状態におけるクラスター構造の発現のみならず、基底状態付近にお

いて、原子核の標準的な理解である「核子の独立な運動」と「クラスター構造」の競合について

も検証をされました。また、原子核構造計算のみならず原子核反応計算へと接続することで、実

際の実験でクラスター状態がどのように観測されるかという点についても示されました。

　これらの一連の研究が高く評価され、この度文部科学大臣表彰若手科学者賞の受賞となり

ました。

　板垣准教授は、1999( 平成 11) 年 3 月に北海道大学大学院理学研究科で博士（理学）の学位を

取得した後、1999 年 4 月から理化学研究所で基礎特別研究員、2000 年 4 月から東京大学で助

手、2006 年 4 月から東京大学で特任助教授（2007 年 4 月より特任准教授）、2010 年 4 月から

は京都大学基礎物理学研究所で准教授に着任され、原子核理論研究者として活躍されております。

京都に移られてから板垣准教授と接する機会が増え、よく議論をさせていただいているのですが、

とても楽しそうに研究をしているという印象を受けます。性格は温和な方で、普段からお子さん

をたいへん大事にされているようで、週末はお子さんの希望で近畿圏にある科学館や動物園など

を巡られているという話をたびたび耳にします。
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　私は京都大学理学部で物理学の基礎を勉強した後、同大学院理学研究科に進学しました。かねてから

宇宙物理学に高い興味があったこともあり、物理学第二教室の宇宙線研究室に入りました。大変幸運な

ことに、進学の少し前にちょうど打ち上がった最新鋭の X 線衛星「すざく」による観測がまさに始まっ

たところでした。「すざく」に搭載されている観測装置の 1 つ、X 線カメラ XIS は宇宙線研究室が開発

したものです。つまり XIS を用いた観測に関して世界中のどこよりも詳しいのです。私は大学院に入っ

てすぐにそのような最高の環境で、最新の X 線衛星を使った観測研究を始めました。私は大学院の 5

年間を通して、「天の川銀河の中心領域に広がる X 線放射の起源解明」に取り組みました。

　銀河中心は多数の恒星やガスなど物質が密集し、星の誕生と消滅（爆発）が繰り返される活発な領域

です。その中心には太陽の四百万倍の質量を持つ超巨大ブラックホールいて座 A*（いてざエースター）

が存在しています。さらに、太陽系近傍に比べて宇宙線（高エネルギー荷電粒子）密度が 100 倍以上

高く、磁場も強いと考えられています。これらの高エネルギー現象は有機的に絡み合っており、銀河中

心は地球上では実験できない物理現象が絶えず生成されている、宇宙物理学にとって最高の実験室だと

言えます。1980 年代に X 線観測からも重大な発見がなされました。点状天体（X 線星）に分解できな

い広がった放射が発見されたのです。この X 線放射には 2 種類の異なる鉄輝線が付随していました。1

つはヘリウム状鉄輝線（電子が 2 個残った状態にまで電離した鉄イオンの特性 X 線）で、もう 1 つは

中性鉄輝線（電離していない鉄原子の特性 X 線）です。ヘリウム状鉄輝線の発見から、銀河中心に数

千万度の超高温プラズマが満ちていることが明らかになりました。

　しかし長い間、この超高温プラズマの起源は不明でした。本当に広がっているのか、天の川のように

暗い星の集まりなのか、ということすら分かっていなかったのです。それを調べるためには、実際に暗

京都大学次世代研究者育成センター
理学研究科物理学第二教室　特定助教

信川正順

第 1 回日本学術振興会 育志賞受賞報告
ニュース

　平成 23 年 2 月 1 日、日本学士院（東京・上野公園）にて第一回「日本学術振興会 育志賞」（以後、
育志賞）を受賞させていただきました。育志賞は天皇陛下が社会的に厳しい経済環境の中でも勉学や研
究に励んでいる若手研究者を支援・奨励するために日本学術振興会に授けられた御下賜金が基になり、

「将来、我が国の学術研究の発展に寄与することが期待される優秀な大学院博士課程学生」を顕彰するこ
とを目的として、平成 22 年度より創設されたものです。自然・社会・人文科学の全分野の大学院生が
対象で、大学長あるいは学術団体長の推薦が必要となります。私は日本天文学会から推薦を受け、応募
することができました。書類選考と面接による審査ののちに、私を含めて 17 名が受賞者として選ばれ
ました。このような素晴らしい賞をいただき大変光栄に思っています。

～「すざく」で解き明かした銀河中心の活動性～
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い星まで見る必要があります。しかし、銀河中心は X 線星があまりにも密集しており、現存の X 線望

遠鏡ではお互いに重なり合って見えてしまうため、分離することができません。そこで、わたしたちは「X

線放射の分離」を行い、星の分布と比較をすることにしました。天体が混在する銀河中心からの X 線

放射は様々な成分が重ね合わさったもので、超高温プラズマだけを見ているわけではありません。しか

し、「すざく」で得た過去最高精度スペクトルを使えば、鉄輝線だけを取り出すことができます。私た

ちは、それによって超高温プラズマの空間的な強度分布を初めて明らかにしました（図１）。星の分布

と比較したところ、全く異なっており、超高温プラズマが X 線星の寄せ集めでは説明ができない、す

なわち真に広がった成分であることを解明しました。

　しかしながら、このプラズマの熱速度は 2000 km s-1 にもなり、銀河中心の重力では閉じ込めておく

ことができません。プラズマを維持するためには、およそ 100 年に超新星爆発 1 発分のエネルギー注

入が必要となります。これまでは数個しか超新星残骸が見つかっていませんでしたが、「すざく」によ

る観測からさらに新しい超新星残骸を発見しました。これにより、銀河中心が過去に多数の超新星爆発

を起こし、超高温プラズマを生成したことが考えられます。

　次に取り組んだのは中性鉄輝線の起源解明です。これまでに、その放射起源についてはいくつかの説

が提案されたものの、決定的な観測的示唆は得られていませんでした。図２は中性鉄輝線の空間強度分

布です。ヘリウム状鉄輝線とは異なり、いくつかの塊のように分布していることが分かります。これら

の中性鉄輝線が強い領域には、電波観測などから巨大な分子雲群が存在していることが分かっています。

そこで、この X 線放射を X 線放射分子雲と呼びます。以上のことから、中性鉄輝線は分子雲中に含ま

れる大量の鉄原子から放射されていると考えられました。しかし分子雲は高々数十ケルビンの低温物質

であり、自ら X 線を出すことはありません。外部から高エネルギー粒子によって鉄原子が電離される

必要があるのです。

　可能性の 1 つは宇宙線粒子による衝突電離です。特に、宇宙線電子が分子雲に衝突し鉄原子を電離

している説が考えられました。もう 1 つの可能性は、外部から X 線に照射されているという X 線反射

図１．銀河中心 1000 光年 ×300 光年領域のヘリウム状鉄輝線強度の分布。星印は超巨大ブラックホールいて座
A* の位置を示している。銀河の力学中心でもある。矢印で示した点は、明るい X 線星（中性子星、あるいはブラッ
クホールの連星系）。
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星雲説です。外部 X 線が分子雲内部の鉄原子を光電離して輝線が放射されるという考えです。いずれ

の説にしても中性鉄輝線放射の背後には高エネルギー現象がひそんでいることは間違いありません。起

源を決定するために必要な情報はやはり、「すざく」による詳細な X 線スペクトルです。これまでに鉄

しか見つかっていませんでしたが、私たちは「すざく」の観測データから新たにアルゴン、カルシウム、

クロム、マンガン、ニッケルの中性輝線を発見し、分子雲の X 線スペクトルの全貌を明らかにしました。

その結果、観測結果は宇宙線電子による衝突では再現することができず、分子雲は X 線に照射されて

輝いている（X 線反射星雲）ことが決定的になりました。

　X 線反射星雲が観測される強度で X 線を放出するためには、非常に明るい照射天体（太陽が放射す

る X 線強度の 10 億倍以上）が必要となりますが、現在の銀河中心からはそのような X 線天体は観測

されていません。銀河中心は数百光年の広がりがあるので、過去に明るく、現在は暗い天体が分子雲を

照らしたのかもしれません。私たちはこれを解く鍵が X 線反射星雲（分子雲）の相対的な位置関係に

あると考え、分子雲の 3 次元分布構造を X 線観測から解き明かすことにしました。

　分子雲は超高温プラズマに囲まれています。分子雲が視線方向に沿って高温プラズマの前景にあれば、

高温プラズマからの X 線は分子雲による吸収を受け、逆に背景にあれば吸収を受けず、中間にあれば

両者の寄与は半々になります。その割合をスペクトル解析で定量的に決定することで、分子雲の視線方

向の位置を求めることができます（図３）。その結果、多くの X 線反射星雲は銀河中心を焦点とする光

行差約 300 光年の放物面上にあること、すなわち、主な起源は約 300 年前の銀河中心部にある天体か

らのフレアによる照射であることを明らかにしました。さらに、X 線の強度と分子雲の質量、距離から

分子雲を照らすために必要な X 線光度が 1039—1040 erg s-1 と求められました。この光度は中性子星が

輝くことができる限界の 10 倍以上であり、それほど明るい天体は超巨大ブラックホール いて座 A* 以

外にはありえません。現在、観測されているいて座 A* の光度は 1033—1034 erg s-1 なので、300 年前

に 100 万倍以上の大フレアを起こし、周囲の分子雲を照らしたのだと結論できます。

図２．銀河中心 1000 光年 ×300 光年領域の中性鉄輝線強度分布。超高温プラズマの分布（図１）とは異なり、
いくつかの塊状に分かれている。これらは電波観測で見つかっている分子雲と相関している。
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　これらの研究成果は宇宙線研究

室が開発した「すざく」搭載 XIS

の優れた性能（分光能力）を最大

限に引き出すことで得られまし

た。私たちは「すざく」打ち上

げ後の XIS の性能較正を担当し、

2005 年 7 月の打ち上げ以来、長

い観測期間を通して安定し、かつ

高いエネルギー分解能を保つこと

に成功しました。この較正データ

は全世界の「すざく」ユーザーの

データ解析のために即時配信し、

世界の宇宙物理学の発展に寄与し

ています。

　宇宙線研究室では、最新の観測

装置を開発し、それを用いて世界

第一戦の新しい宇宙物理学を切り

開いてきました。大学院生もその

双方を行うことで、観測装置の性

能をフルに発揮して、信頼度の高

い研究成果を挙げることができて

います。また、得られた宇宙物理

の知見から、次なる観測装置の開

図３．銀河中心付近の X 線反射星雲の空間分布を銀河円盤の上から
見た摸式図 (Face-on view)。白線はいて座 A* から出た X 線が分子
雲に到着し、そこで鉄輝線が発生し、300 年遅れて地球に到達する
場合を示す放物線。いて座 A* を焦点とするこの放物線上の分子雲が
300 年前のフレアを捉えている。

発にもつなげています。私が育志賞を受賞できたことは、このような一貫した研究教育をしていただい

たおかげです。大学院で指導をしていただいた小山勝二先生、鶴剛先生には大変感謝をしております。

本当にありがとうございます。

　2013 年度に次期 X 線天文衛星「Astro-H」を打ち上げます。Astro-H には、従来の X 線観測装置の

35 倍以上の分光能力を持つマイクロカロリメータや、世界最大の視野を持つ X 線 CCD カメラ、高エ

ネルギー X 線の集光撮像を行う硬 X 線望遠鏡などを搭載しており、全く新しい宇宙を見ることができ

ます。銀河中心には、分子雲以外からの中性鉄輝線放射や、プラズマでは出すことができないほどの高

エネルギー X 線放射など、まだまだ未解明の現象が残されています。私は今後、「Astro-H」の開発を

行い、その最新の観測装置を駆使して、これらの現象の解明に取り組んでいきたいと思っています。
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はじめに

　およそ 100 年前にオランダ国ライデン大学のカマ

リング・オンネス教授がそれまで永久気体と呼ばれて

いたヘリウムの液化に成功して以来、自然界には存在

しない極低温の世界を探求する低温物理学の大躍進が

始まりました。本年はヘリウム液化成功直後の超伝導

現象発見から 100 周年に当たり世界中で様々なイベ

ントが企画されているようです。新超伝導物質発見を

目指した研究は現在でも世界各所でアクティブに行わ

れていますが、その流れとは別に絶対零度に肉薄する

より低い温度の世界の研究を目指していった一群の研

低温物理学研究室

研究室紹介

スタッフ
低温物質科学研究センター准教授     佐々木豊、松原明

究者たちがいました。本稿では超低温と呼ばれるその

分野の末裔たる低温物理学研究室の活動について紹介

させていただきます。

　地球上に存在するヘリウムはほぼ全量が質量数４な

のですが、わずか 1ppm 未満の同位体ヘリウム３が

存在します。この二つの同位体はヘリウム４がボソン、

ヘリウム３がフェルミオンに分類され、量子統計性の

違いによる現象を研究する対象としては類い稀な物質

系であるといえます。液体ヘリウム４が 2.2K でボー

ス・アインシュタイン凝縮により超流動転移を起こす

のに対し、液体ヘリウム３はその千分の 1 の 2.5mK

まで冷却してようやく対凝縮による超流動転移を起こ

します。

　ヘリウム３は天然物から分離生成されて得られる

のではなく、核開発の副産物としてトリチウムの崩壊

等により得られたものが科学研究などの目的に使用す

るために流通しています。近年ではテロ対策として中

性子検出器に利用する目的でも使用され、そのためヘ

リウム３が極めて入手困難なものとなり、研究者社会

では大問題となっています。

　このヘリウム３もヘリウム４も大気圧下では絶対零

度まで冷却しても液体のままでいて固化することはな

く、数 MPa まで加圧して初めて固体になります。二

種類の同位体は液化温度直下では均一に混じり合った

液体となるのですが、相分離温度 0.8K より低い温度

では量子統計性の違いを反映してヘリウム３が多く含

まれた濃厚相とヘリウム４が多く含まれた希薄相に

相分離します。希薄相ではヘリウム４は超流動状態に

なっていて、あたかも希薄なヘリウム３気体であるか

のように振る舞います。蒸気圧の違いを利用して希薄

相内のヘリウム３を選択的に取り除くことにより、濃

厚相から希薄相に向かってヘリウム３を蒸発させ、そ図 1　希釈冷凍機・核断熱消磁冷凍機

佐々木   豊
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れによって冷凍力が発生します。この性質を使った冷

凍機が希釈冷凍機（図１）で、10mK 程度の温度を

連続して維持することができ、超低温での研究を目指

す我々にとってはベースキャンプのようなものです。

　我々の研究で必要とする 100 μ K 程度の温度に到

達するためには、希釈冷凍機で到達する温度を出発点

としてさらに核断熱消磁冷凍法を用います。冷凍機の

ご本尊（図２の下半分の棒状の物体）は銅の固まり

ですが、99.999%の高純度

銅を特殊形状に加工し、特

殊な酸素焼鈍処理により超

低温における熱伝導度を極

限にまで高めた逸品です。

またこのような温度で研究

をするために、地下に設営

した巨大なピット付防振台

（図１）に冷凍機を取付けて

外界からの振動を除去し、

また携帯電話などの電磁波

の影響を抑えるために電磁

シールドを施した実験室と

しています。

　低温物理学研究室ではこ

のような実験室で絶対零度

近傍の不思議な世界を探検

し、世界にまたとない研究

設備を開発することで我々

だけが見ることのできる物

理現象を楽しむスタイルの研究を行い続けています。

ここではこの十年余開発を続けてきた、世界に例を見

ない超低温磁気共鳴映像 (ULT-MRI) 法による研究成

果を中心に我々の活動を紹介させていただきます。

(1) 核整列固体ヘリウム３の
      低磁場相（U2D2 相）での磁区構造

　絶対零度近傍でも常圧では液体のままになるヘリ

ウム３を加圧圧縮することで固体ヘリウム３を生成

することができます。この固体は通常物質のように

引力結合によって構成された結晶ではなく、むしろ

反発力により構成されたアルダー固体的側面を強く

持ちます。この固体の中で隣接する原子間の１原

子波動関数の重なりは 30%程度にもおよび、その

ため非常に強い量子性を示す量子固体と呼ばれま

す。この固体の中では隣接する原子同士が量子トン

ネル効果によりその位置を入れ替わる直接粒子交換

が頻繁におこり、さらに面白いことに２原子のみ

ならず３原子４原子と多数の原子が協調的にリン

グ状に位置を入れ替わる多体交換という現象が頻

繁に起きているものと理解されています。この多

体交換相互作用により 1mK 以下の超低温度におい

て１原子が持つ磁石のような性質を表す核スピン

が規則正しい空間配置を持つ核整列相が安定とな

ります。核スピン 1/2 を持った同種粒子だけが登

場するシンプルで美しい物理系で多体交換相互作

用により発現する核磁性は、磁性現象の研究対象

としては実に理想的な対象と考えることができま

す。研究が進むにつれ、この多体交換相互作用は３

体交換とプラナー型４体交換が主役になっているも

のの、少なくとも８体交換程度までは有意に存在

し、シンプルな系でありながら簡単には扱えない

強相関系物質とも言えることがわかってきました。 

　 核 整 列 相 で は 外 部 磁 場 に 応 じ て ２ 種 類 の 磁

気 構 造 が 安 定 と な り ま す。 低 磁 場 で 安 定 な

U2D2 相 は 体 心 立 方 格 子 の (100) 軸 に 沿 っ て

Up,Up,Down,Down(U2D2) と核スピンが整列し、そ

の軸と直交する [100] 面内では同じ向きに核スピン

が整列しているという一軸異方性の美しい構造をと

ります。それに対して高磁場側では CNAF 相 (Canted 

Normal Anti-Ferromagnetic) が安定となり、再近

接 原 子 同 士 が

外 部 磁 場 か ら

45 度程度互い

に 逆 向 き に 傾

い た 立 方 対 象

な ス ピ ン 構 造

をとります。

　U2D2 相につ

い て 研 究 を 進

め て い く う ち 図3　U2D2 相の磁区構造

図 2　核断熱消磁冷凍機
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に、反強磁性構造でありながら安定な多磁区構造を

持つことがわかりました。図 3 は 0.5mK という超

低温度で MRI 撮影された U2D2 相の単結晶（直径２

ミリ）の３次元磁区分布像の内部が見えるように切

り開いたものです。平面的な磁壁を挟んで隣接する

３個の色分け図示された磁区から結晶全体が出来て

いる事が分かります。これらの磁区は体心立方格子

の中で各々 (100),(010),(001) を磁気異方軸とする

ものです。U2D2 スピン構造は強磁性的な３体交換

と反強磁性的な４体交換が拮抗することで安定化し

ていると理解されています。磁壁は原子レベルの厚

みしか持たないことが期待され、磁壁の方位を解析

することにより、磁壁による多体交換相互作用エネ

ルギーの損失を最小にする方向である [110] 面に磁

壁が存在することが確認されました。MRI という測

定法は医療応用などで広く実用化されているもので

すが、通常は磁気秩序を持たない常磁性物質にのみ

適用されるもので、このような超低温度において、

しかも磁気秩序構造を可視化した例は世界初の快挙

であるといえます。

(2) 絶対零度近傍の磁場誘起１次相転移の
     核生成メカニズムの検証

　１次相転移には核生成のエネルギー障壁が存在

し、絶対零度近傍においては熱揺らぎではなく量子

揺らぎによる巨視的量子トンネル核生成により相転

移が進行するとされています。１mK 以下で存在す

る核整列固体ヘリウム３の低磁場で安定な U2D2 相

と高磁場で安定な CNAF 相の間の磁場誘起１次相転

移のダイナミクスを MRI 測定による空間分解能力

を活用して研究しました。２相の間の相転移は最終

的には熱輸送に支配された遅い安定相成長により記

述されるのですが、熱輸送に支配されていない初期

図4　U2D2 相 -CNAF 相間の相転移中の２相の分布
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段階での相転移速度の化学ポテンシャル依存性を測

定した結果、２相のどちら向きの相転移でもエネル

ギー障壁がほぼ消失しており核生成的ではないとい

う不思議な結果を得ました。図４は２相の共存線を

越えて高速磁場掃引したときに安定相が試料全体に

満遍なく発生している様を示す MRI 画像（２次元面

への投影図３枚１組で提示）と、右上の初期段階終

了直後の図に示した横断線の上で U2D2 相の含まれ

る割合の空間分布を示したグラフです。このように

核生成のエネルギー障壁が消失して、なんらかの構

造物を種とする不安定性により双方向の相転移が変

わりなく起きることから、結晶中に満遍なく存在す

る線欠陥に付随する磁気的面欠陥が２相のいずれに

おいても不安定性の発生する箇所となり、安定相核

生成のエネルギー障壁が消失している可能性がある

と提案しています。

(3) 制限空間中液体ヘリウム３の超流動

　超流動ヘリウム３はスピントリプレット p 波対凝

縮により安定化する異方的超流動状態として知られ

ています。1972 年のオシェロフらによる発見以来、

美しい波動関数で記述される秩序変数とその励起状

態についての数々の実験は低温物理学の歴史の中で

の金字塔と言っても過言ではないでしょう。現在で

はバルクでの性質は十分精密に調べ尽くされて、む

しろこのよくわかった状態を出発点にして制限空間

に入れて波動関数の対称性に影響を与えることがで

きるか、あるいは容器壁・相界面などの境界近辺で

おきる新現象の探求などに興味が移っています。

　液体ヘリウム３中に空孔率 98%前後の希薄なエ

アロジェルを充填すると、適度な不純物としての役

割を果たすことが知られています。超流動ヘリウム

３のコヒーレンス長が数 10nm 程度なのにたいし

て、エアロジェルを構成するシリカの糸は数 nm と

十分細く、糸の平均間隔がコヒーレンス長程度と

なっている場合には丁度適度な不純物として転移温

度を若干低下させるなどの効果を示す訳です。こ

の系は発見以来 10 年以上に渡って世界中の研究者

の注目を集めて来ましたが、不純物散乱による等方

的なギャップ抑制の効果に加えて、不純物のわずか

な異方性を反映して超流動状態がもつ異方軸が制御

されることなど、ユニークな不純物効果を示す系で

あることが理解されて来ました。この系での超流動

転移は空間不均質にはならずに全領域で同時に進行

するものと見られていますが、高温高圧側で安定な

A-like 相と低温低圧側で安定な B-like 相と呼ばれる

超流動２相間の一次相転移温度付近では、不思議な

ことに有限幅の温度領域で２相が共存比率を変えな

がら安定に混在することが知られています。超流動

相の熱伝導度は極めて大きいので、試料中に温度分

布ができて２相共存している訳ではありません。

　この様子をこれまた世界初の MRI 測定で取得した

ものが図５です。円柱形のエアロジェル中の A-like

相が軸方向の投影図で円形に見えている中で、濃い色

で示された B-like 相が A-like 相の内部に偏在して発

生し、左上図から右下図に向かって温度低下とともに

広がっていく様子が見て取れます。B-like 相の発生す

る場所には再現性がありますので、エアロジェルに内

在するなんらかの不均質さがこの共存現象を支配して

いるものと考えていますが、超流動転移そのものは均

質に起きていることを考えれば不思議です。

図5　エアロジェル中超流動ヘリウム 3 の 2 相共存状態
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(4) 回転超流動ヘリウム３のテクスチャーと
     量子渦のダイナミクス

　超流動ヘリウム３中では波動関数の一価性のために

渦度の量子化された量子渦が発生することが知られて

います。トリプレット p 波であることを反映してい

ろいろな対称性を持つ量子渦が存在するなど非常に興

味深い系です。この系の研究をするためには 1mK と

いう超低温度を保ったまま、冷凍装置全体を秒速１

回転という速い速度で回転する必要があります。我々

は東京大学物性研究所において世界最高速の回転断熱

消磁冷凍機を共同開発しました。これを用いて回転超

流動ヘリウム３の研究を行っています。超流動ヘリウ

ム３の秩序変数は内部自由度を持ちその空間分布を

テクスチャーと呼びますが、回転速度場によるテク

スチャーの変形を NMR 測定することにより、テクス

チャーより期待される角運動量以外に対凝縮に伴う固

有角運動量を保有する可能性を示しました。この解釈

を巡っては未だに係争中ですが、完全決着を目指した

より高精度な測定を進めています。

　また量子渦の生成消滅の様子を 1 本単位で NMR 測

定することにも成功しました。図６の赤い点で示され

た NMR スペクトルは直径 230 μ m の細管中に量子

渦を 3 本だけ導入した状態に対応します。青で示さ

れた静止下のスペクトルと比べて低周波側に現れた部

分が量子渦からの NMR 信号に対応します。また細管

中に渦 1 本が完全に入らずに部分的に侵入している

状態では、渦の端点が細管内壁上にあり不安定な状態

となります。この状態で渦がなんらかの擾乱を受けて

自発的に長くなったり短くなったりしている様子など

の不思議な現象も観測することができました。

(5) スーパーソリッドの不純物効果

　固体ヘリウム４の慣性モーメントが数百 mK 以下

で減少するかのごとく解釈出来る力学応答が捻れ振

動子中に閉じ込めた試料から観測され、結晶体であ

りながら粘性無き流体すなわち超流動的な振る舞い

を示すスーパーソリッドが実現したかと世界中が色

めき立っています。この固体ヘリウム４に同位体の

ヘリウム３を不純物として混入したときに、ppm レ

ベルのごく少量でもスーパーソリッド的力学応答に

大きな影響がでるなど不思議な振る舞いが見られま

す。ボソンの共同現象として確立した超流動ヘリウ

ム４に不純物としてフェルミオンのヘリウム３を混

入した時の効果とは全く様子が異なります。

　我々はこの不純物ヘリウム３の NMR 測定を通して

スーパーソリッド現象に迫ろうとしています。現状

では 10ppm 濃度のヘリウム３からの NMR 信号検出

を達成し、同時にスーパーソリッド的力学応答を捻

れ振動子測定で確認できました。この

ように低濃度であっても数十 mK とい

う低温度ではヘリウム４とヘリウム３

の零点振動の違いに起因して相分離を

起こし固体ヘリウム４中で小さな固体

ヘリウム３結晶が析出することや、ヘ

リウム３の中にはヘリウム４結晶中の

何らかの構造にトラップされて動けな

いものが含まれること、相分離の前後

で試料内のヘリウム３の分布は大きく

変化するはずなのに捻れ振動子測定に

よるスーパーソリッド的力学応答には

影響が見られないことなどを見いだし

ました。
図6　量子渦の NMR スペクトル
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図7　
固体ヘリウム４試料中で不均一な
分布を持つ不純物ヘリウム３

　図７はスーパーソリッド的力学応答を示す円柱形

固体ヘリウム４試料中の 40ppm の不純物ヘリウム３

の空間分布を相分離温度より十分低い温度で長時間

保持してから MRI 撮影したもので、各方向への２次

元投影図３枚で示されています。黒枠で示された空

間を 100%埋めているヘリウム４結晶中のヘリウム３

が、一部の領域に偏在していることが見て取れます。

結晶粒界のようなマクロな欠陥があり、その部分に

ヘリウム３がトラップされている様子を捉えたもの

ではないかと考えています。結晶生成は相分離温度

よりはるかに高い温度で行いますのでヘリウム３が

均等に分布している結晶が生成されますが、相分離

温度より低温に冷却してからこのように偏在してい

る状態に落ち着くまで何十日もかかります。しかし

ながら、ヘリウム３の分布がこれほどマクロに変化

するにも関わらず、スーパーソリッド的力学応答は

さほど変化しないということは、実際に同応答に影

響を与えているヘリウム３はさらに少ない量である

ことがわかります。最近では、スーパーソリッド的

力学応答は線欠陥のような結晶中の微量部分から発

現しているのではないかと考えられていますが、我々

の結果もそのような考えを支持しています。

最後に

　雑多なお話を書き連ねて来ましたが、これらのよ

うに空間不均質な現象の研究を進めていくためには

ミクロな情報を取得する NMR 測定とマクロな情報を

取得する MRI 測定が相補的な役割を果たします。我々

にしかできない超低温度での MRI 測定をあてにした

国際共同研究も進行中です。本稿では MRI 測定を中

心に紹介致しましたが、このように我々にしか出来

ない測定手段を開発し続けることで、低温物理学の

さらなる発展に寄与し続けたいと願っています。ま

た、本稿に紹介しました研究は歴代の大学院生諸君

ならびに GCOE-PD 研究員の戸田亮博士（本年４月よ

り東京大学低温センター）との共同研究の成果です。

この場をお借りして、耐震改修に伴う研究設備の総

解体以降苦楽を共にして来た仲間たちに謝意を表明

させていただきます。
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